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　阿南ロータリークラブの 2015-2016 年度会長を務めさせていただ

きます。 

　この様な機会を与えて下さった先輩方に感謝いたしますと共に、 

重大な責任を自覚し， 職務を果たす所存です。 会員の皆様方のご指

導， ご協力をお願いいたします。 

　今年度のＲ.Ｉ. のテーマは 「 Be a gift to the world  」 です。 

　gift とは誠意を込めて， それぞれがよくなるために， つまり心のこ

もったものととらえると思われます。 

　2670 地区， 山田戒乗ガバナーは 「心あたたまるお接待を」 を地区

運営方針として掲げられました。 そして 「自分を向上させることこそ

がロータリーのもっとも基本です」 と締めくくられました。 

　自分を向上させてくれる機会を与えてくれるのもロータリーとと

らえることもできるのではないでしょうか。 

　９年前に入会させていただき， 初めての例会日の帰り際， 緊張して

いた私に先輩会員から 「敷居が高いとは思いますが， がんばりなさ

い。」 と助言していただいたのを今でもはっきり覚えております。 

　あなたにとってロータリーとは？会員の皆様方， それぞれの思い

があることと思います。 

　こういったことを時々考えながら参加するのもロータリーを楽し

む一つの方法なのではないかと思います。 

　今年度もロータリー活動に

積極的に参加いただき， よい

緊張感のある楽しいクラブ運

営ができますよう， ご協力よ

ろしくお願いいたします。

2015-2016 年度　会  長 　守  野  英  樹

Be a gift to the world

会 長 挨 拶
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阿南駅前清掃活動  2014.8.7

職場例会（エコパーク阿南）  2014.10.21

クリスマス家族会  2014.12.16

エコパーク阿南エコパーク阿南

太龍寺お接待  2014.8.31

ガバナー公式訪問  2014.11.11

第１例会 / 短期交換留学生ウェルカムパーティー  2014.7.1

2014-15Ｉ.Ｍ.  2015.２.14

2014-15年度

写真で振り返る

吉 田 年 度吉 田 年 度

第 27 回小学生一輪車大会  2015 .１.４
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最終夜間例会  2015 .６.30

守野次年度会長より、労いの言葉がありました。

峰直前会長、乾杯の音頭
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5月
21日

(木)

今後の家庭集会について

１．少人数なので解らないことも率直に聞くことができ、各会員の考

え方が解り、率直な話ができる。面白いので続けて欲しい。

２．例会では卓話者からの一方的な話になり、疑問や質問したい事が

有っても聞きにくいが、家庭集会であれば例会中に聞けないこと

も簡単に聞くことができる。

３．会員の家庭を知る良い機会である。家族にロータリーを理解して

もらい、会員が例会に出席し易い環境を作ることができる。

４．家庭集会は情報交換の場であり、インターネットで調べてみると

情報委員会の担当で開催しているクラブが多い。阿南ＲＣでは親

睦委員会が担当しているが、他クラブと同様に情報委員会の担当

にしてはどうか。

５．家庭集会の場所を提供してくれる会員が少なく、年１回になって

しまったが会場提供者には迷惑を掛けるが、継続して欲しい。

その他の協議事項

１．例会出席の際、どういった服装で出席して良いのか解らない。ク

ラブ細則ではっきりと規定すれば、迷うことが無くなると思う。

２．来期の短期交換留学生に阿南工業高校ＩＡＣの生徒が落選した。

生徒に積極性が無かったのと語学力が無かったのが要因と聞いた

が、おかしいと思う。落選理由が積極性・語学力の欠如というの

は本人に失礼である。公平にくじ引き等で決めればあきらめがつく。

３．インターアクトクラブの生徒の派遣・

受け入れは阿南ＲＣの伝統であり、今

回の落選は非常に残念である。まだ 1

年生という事なので次年度に必ず派遣

できるようにして欲しい。

４．受け入れの際、アパート等の借家では

具合が悪いのではないか。その時は、

ロータリー会員の家庭で受け入れをし

てはどうだろうか。

出席者：西田会員

　　　　湯浅会員

　　　　門田会員

　　　　横手会員

　　　　清原会員

　　　　若木会員

開始時間：18：30 ～
　　　　　20：30

会場：西田会員宅

（阿南第一ホテル）

2014 -2015 年度

テーマ 今後の家庭集会について

家  庭  集  会
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家庭集会について

　会員家族に負担をかけすぎているとか、会場提供を引き受けない会

員がいる、また、先輩方の話をじっくり聞けるチャンスである。など

たくさん意見が出ましたが、家庭集会は全体的には少なくなっている

と思われますが、わが阿南ロータリークラブの先輩から受け継いだ伝

統のひとつでもあるので、できるかぎり続けていきたい。との答えに

まとまりました。

その他の意見では

　雑談の中、ニコニコや米山、

Ｒ財団、などの寄付を強要さ

れているように思うとの意見

が出、皆さんがニコニコされ

ているのを見たら、心が痛む

との言葉が出てきた。誰も寄

付の強要してはいないので自分の意思で決めたら良いと返事をする

と、それだったら、どうして、奉仕計画ノートに載せるのかと詰め寄

られる一面がありましたが、寄付は決して強要されていません。

出席者：中川会員

　　　　吉田会員

　　　　鳥海会員

　　　　荒谷会員

　　　　庄野会員

　　　　藤井会員

　　　　森会員

　　　　渡辺会員

　　　　森岡会員

開始時間：18：30 ～

会場：森岡会員宅

5月
22日

(金)

ｌ．現在、第 2670 地区で家庭集会を行なっているのは当クラブぐら

いではないのかと思う。

２．法人会員や高年齢会員に飲食費用など負担が大きいのではと思う。

３．会員個人宅ではなく昼間、職場でアルコールなしで開催してはどう

かと思う。

４．会員の奥様に負担がかかる。

５．無断欠席や会場変更する会員が多い。

６．飲食接待が年々華美になってきている傾向にある。

７．会場によって参加人員にばらつきがある。せっかく親睦委員長が人数

を振り分けても、気の合う人がいれば、その会場に移動してしまう。

８．会場を決める親睦委員長の負担が大きいと思う。会員に会場をお願い

しても断られる場合が多々あり会場決定に苦慮している。

９．家庭集金を毎年ではなく２年にｌ回にしてはどうか。休会してみるとい

う意見も出たが一旦休会すれば間違いなく再開は難しくなるでしょう。

10．家庭集会の代替案として、周年行事など、配偶者同伴で記念パー

ティーを開催する。

11．クラブに早くなじんでもらうために新入会員から積極的に家庭集

会を開催してもらう。

12．それぞれ家庭にも事情があるので考慮してください。例えば家で

親を介護しているとか。

13．家庭集会における役割分担として司会進行と記録発表以外に出席

担当を殻ける。

14．名前を変えて存続するのはいかがでしょうか。

15．家庭集会の存故についての採決結果

　　存続賛成  3 名　　反対  3 名　　どちらでも良い  2 名

出席者：大久保会員

　　　　守野会員

　　　　兼松会員

　　　　六車会員

　　　　藤井会員

　　　　渡川会員

　　　　庄野会員

開始時間：12：00 ～

会場：六車会員事務所

　（コートベール徳島）

5月
25日

(月)
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・年に１回やった方がいいが、受け入れが難しい事情あり。やる意義

はあると思う。

・受け入れ先が限られてくる。同じ所でするのは意味がない。来てく

れる方も減っている。連絡なく来ない方もある。せっかくなので、継

続させたい。

・色々と問題はあるが、改善しながら継続させたい。阿南ロータリー

の伝統の１つでもある。

・前々からやめるという声がある。ハデになる傾向があり、集まる人の

人選を工夫できないか。例えば、趣味で分けるとか…ゴルフ、囲碁、

俳句、つり、カラオケ等。やめるのは簡単。工夫して継続を。

・ロータリーに入って 30 年なるが、中々受け入れは難しい。炉辺会合、

昔はお茶とお菓子だった。２Ｈやる事が義務付けられていた。酒を

出すなという時もあった。継続すべきと思う。

・工夫しながら、継続すべき。胸襟を開き話し合う事は必要。捨てが

たい、いい所がある。

・続けていきたい。同好会の様な家庭集会、開催時期も年間通じて工

夫しても良い。中身の工夫すべき。この伝統は死守すべき！！

・引き受けるにも、ある程度の基準がいるのではないか。料理等もて

なしのレベル。ルールを決めて、継続。年会費に費用を含む、欠席

がない様な工夫。

出席者：谷会員

　　　　河内会員

　　　　久米会員

　　　　吉田会員

　　　　大津会員

　　　　山田会員

　　　　三谷会員

　　　　神原会員

　　　　阿井会員

その他の意見

ｌ．今年度短期交換留学生が不合格になったことに納得がいかない。

過去の留学生の派遭や外国からの留学生の受け入れを毎年積極的

に行なってきたのに、このむごい仕打ちは阿南ロータリークラブ

をバカにしているのかとか、面接で他の生徒よりおとなしかった

からなどの理由で落選させる事は、おかしいのではないかと。と

ても活発な意見が出ました。

２．コーヒーを美味しくして下さい。おかずを一品でも減らしてでも

美味しいコーヒーが飲みたい。またコーヒーを毎回付けて欲しい

との意見が出ましたが、中にはコーヒーが嫌いな方もいらっしゃ

るので、その対応はどうすべきかなどコーヒーに対する関心度の

高さが感じられました。

３．親睦旅行を日帰りでも宿泊でも数多くして欲しい。

４．無断欠席が多いので例会の欠席連絡は必ず入れましょう。ホテル

側が食事の数量が把握しづらく苦労されている。

５．上記関連事項で欠席報告の窓口を一本化して欲しい。

６．インターアクトクラブ活動について、

他校のインターアクトクラブは女子

生徒が多く活発に活動している。阿

南工業は全員が男子生徒なので毎年

部員確保に苦慮している。この対策

を検討しなくてはならないと思う。

開始時間：18：30 ～

会場：大津会員宅

5月
26日

(火)
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　本日のテーマである今後の家庭集会をどのようにするかで話し合い

ました。

・家庭集会と言うのは新入会員に対し、良い機会ある勉強と会員と

の交流の場である事。

・色々な会員の家庭を訪問して、家とか家族の雰囲気を見て会員の

良さとか知る。

・会員相互の理解し合う場であり、毎回同じ会員でなく、色々な会

員と話し合えて（酒もかわしながら）楽しい場である。

　今日も全員気持ちは１つで、今後家庭集会は継続していくのがベス

トで、阿南ロータリークラブの大切な継続事業である。

※今後は会員で話し合って家庭集会の参加しやすい「メンバー」「日時」

「型式」を色々なやり方で進めていったらどうかと思います。

出席者：品川会員

　　　　谷会員

　　　　藤崎会員

　　　　吉田会員

　　　　峰会員

　　　　大津会員

開始時間：18：30 ～

会場：吉田会員宅

5月
27日

(水)


