
今週の例会（2019年4月14日）
■ プログラム

家族例会

■ 祝　誕生日

上田　秀朗（18 日）

4 月 26 日：卓話担当　藤原 重行 会員

■ 今後の予定

■ ニコニコ箱
・松村様、本日クラブフォーラムよろしくお
　願いします（藤野）
・欠席のおわびです。本日、松村さんよろし
　くお願いします（寺田）
・本日のクラブフォーラム松村委員長、宜し
　くお願い致します（泉谷）
・先週例会欠席のお詫び（深井）
・欠席のお詫び（原（眞））
・早退のお詫び（丹農）

累計
ニコニコ箱合計

681,000 円　
14,000 円

手に手つないで

■ 今月のロータリーソング
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インスピレーションになろう
2018-2019　ＲＩ会長 バリー・ラシン　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

■ 先週の例会

兎　　　　　追いし　　彼の山
小鮒　　　　釣りし　　彼の川
夢は　　　　今も　　　廻りて
忘れがたき　故郷

ふるさと
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週報　第3025回
会　長　藤野 修次　副会長　藤原 重行
幹　事　寺田 敏也　ＳＡＡ  泉谷 仁博

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

榎本（3/28 ワールド大阪ロータリーＥクラ
ブ）
丹農（3/21 和泉南ＲＣ）
八木（秀）、八木（昌）（（3/1 理事役員会）
西田、今井（3/29 親睦活動委員会）

■ メークアップ

今月の歌

会長の時間

藤野 修次 会長

■ 出席報告 会員数43名 出席免除0名

88.37％

月日 出席率出席数 欠席 補充

4/5 37名 6名 ― 86.05％

3/15 32名 11名 6名

■ ビジター
なし

○本日、家庭集会を１８時１５分～
　ホテルレイクアルスター７階 小津で開催
　します。
　（原　正人　会員増強・クラブ研修委員長）
○４月１４日（日）家族例会は集合：７時５０
　分　テクスピア前、　出発：８時
　親睦活動委員会のスタッフは７時３０分
　集合（松村　泰英　親睦活動委員長）

○メールボックスに、ロータリーの友４月号
　が入っておりますのでご講読よろしくお
　願い致します
○来週４月１２日（金）は、４月１４日（日）が
　家族例会のため休会となっております。
　家族例会は、ネクタイはいりませんが、　
　ジャケット着用でお願い致します。又、　
　ジーンズ等はひかえるようお願い致しま
　す。

委員会報告

幹事報告　　　　  　寺田　敏也　幹事

■ 次週のプログラム

4 月 19 日：卓話担当　榎本 善夫 会員

美しいという意味があり、「令和」は、和やか、柔ら
かな良き時代になってほしいと読み、新時代の理
想を表すのにふさわしい文字の選択となりまし
た。「令」の文字は幕末に候補になったことがあり
ましたが、元号への使用は初めてで、「和」は２０
回目となります。兼ねて元号は、日本の古典（国
書）から取るべきだ、という意見もありました。も
し、国書の場合は日本書紀などではないかと予想
されていました。万葉集が出典となったのには少
し意外でしたが、結果として、日本の大事な文化
である和歌にちなんだことは意義深いと考えら
れます。典拠となった万葉集の「梅の花のうた三
十二首」の漢文で書かれた序文には、当時、東アジ
アとの窓口だった九州・大宰府で、梅の花をめで
る宴が開かれた事が描かれています。寒い冬を乗
り越え、暖かい春を迎えるに先がけて梅が清らか
に香りを放つイメージが、「令和」の背景にあると
言えます。日本と外国の文化の融合も感じさせら
れます。今回の改元の特徴は、天皇の崩御ではな

く、期日の決まった退位による皇位継承に伴う
事でしたので、改元の一か月前に新元号を定め
る法令を決定し、異例の事前発表が行なわれま
した。元号の候補は、長期的な視点からふさわ
しい文字を選ぶ必要があり、考案を専門家にゆ
だねるのは当然ですが、今回は、退位が決まっ
てから選定までかなり時間があったのにもか
かわらず、最終決定日（四月一日）の有識者によ
る懇談会では活発な意見が出たようですが、も
う少し実質的な議論があってもよかったと思
う人もあるようです。今回の「令和」に接し、元
号の個性や表意文字の味わいに気づいた人も
多くいました。元号は、文化的に考えた方が良
いと思います。日本人の文化感覚は「あれも」
「これも」で、良い所を活かし、漢字とカナ、ひら
がななどで表現を豊かにする民族性を持って
いるからです。西暦は、年を数字で表す単純な
「文明」であり、使用には便利です。しかし、今回
高まった元号を大切に思う漢字の「文化」も大
切にしたいものです。私たちがこの新しい白紙
の年号に、夢と希望に満ちた素晴らしい絵を描
いていかなければなりません。

　先日、新しい元号「令和（れい
わ）」の発表が有りました。今日
は、「新年号」のお話をさせてい
ただきます。元号は、その時代
の理想や希望を文字に託する
ものです。「令」には喜ばしい、

■ 祝　誕生日
西野 寿繁（11 日）
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　本年度、親睦委員長を仰せつかっています松村で
ございます。
それでは只今より、親睦活動委員会のクラブフォー
ムをさせて頂きます。

松村の入会から現在までのの履歴
2011～12年　4月入会　親睦活動委員会　委員
2012～13年　親睦活動委員会　委員
3年目
2013～14年　情報、交流委員会 委員長 主に週報作製
4年目
2014～15年　青少年奉仕部門　理事・委員長
5年目
2015～16年　親睦活動員会　委員長
6年目
2016～17年　ＳＡＡ及びロータリー財団
　　　　　　 委員長、地区ロータリー財団委員出向
7年目
2017～18年　ロータリー財団
　　　　　　 理事、地区ロータリー財団委員出向
8年目
2018～19年　親睦活動員会　委員長

私は入会8年目で最初の2年間は親睦委員会の委員を
させて頂きました。
3年目は・・・

本年度の委員会メンバーですが、副委員長に松内さ
ん、そして藤原副会長をはじめ当初は９名で活動し
ていましたが、本年度入会の今井さん、西田さん、楠
本さん含めて12名で活動しています。
基本的に構成は入会3年未満のメンバーは委員とな
ります。
まずは親睦活動委員会の目的です。
クラブメンバー同士の親睦を深める事の機会をつく
る事だと思います。
そしてロータリーの4つのテストの3番目に「好意と
友情を深めるか」とうたわれており、個人が例会出席
率を高める事により会員相互の理解と友情を深めて

いると実感しています。特に新入会員のメンバーには
ロータリアンとして仲間意識を持ち接するように心が
けております。これは他人に思いやりの気持ちを深く
持つと相手側もその人に好意を持ち自然とその人に思
いやりを返す事を考えます。これが親睦であり「奉仕の
心」へつながるのではないかと思います。
そしてロータリーの綱領第1項の「奉仕の機会として知
り合いを深める事」の内容が理解できると思います。

それでは
本年度の委員会活動報告をさせて頂きます。

・2018年6月8日に第1回目の委員会を開催しました。
本来であれば5月位に委員会を開催しなければなり
ません。何故かと言うと当委員会はどの委員会より
事業が大変多く、一発目の事業が6月の最終例会懇親
会のスタートになるからです。そして行事以外にも
ゴルフ同好会の運営も担当しています。毎年秋と春
の２回開催しておりますが、本年度は前年度の春の
ゴルフコンペが７月の延期になり３回実施する事と
なり慌てながら段取りしましたが、委員会メンバー
のベテラン川上先輩のお陰でスムーズに運営出来た
事を覚えてます。渡辺さんがベスグロ７３でしたが、
川上さんが優勝。
ですので次年度の親睦委員長予定者の方は、委員会
の組閣及び年間事業計画など一日でも早く準備され
るべきと思います。
第1回の委員会では年間の事業計画をメンバーに発
表しました。次の通りです。

・   6月22日　最終例会懇親会の開催
　　　　　　 ホテルレイクアルスター泉大津
・   7月29日　ゴルフコンペ　関西空港ゴルフクラブ
・   9月  1日　 納涼例会の開催
　　　　　 　アゴーラリージェンシー堺3000回例会
・ 11月25日　ゴルフコンペ　泉南カントリークラブ
・ 12月12日　クリスマス例会
　　　　　 　ホテルレイクアルスター泉大津
・   4月14日　京都家族例会
・   5月11日　ゴルフコンペ　和歌山

以上の7つの事業、行事があり委員会も今日まで７回
実施しました。
その中でも今月の１４日に開催される家族例会は藤
野会長の肝いり事業です。
何故かというと、例年は家族例会を2回するのです
が、今年は家族例会を春の1回に絞り派手にしたいと
の事でした。
当初より会長は家族例会にも、気合が入っており何
が何でも京都でやりたいと会長の思いがありました
ので、京都にしぼりましたが60名近くの団体を受け
入れてくるキャパの料亭が数少なく苦戦が予測され
ました。
親睦委員長としては、この京都の料亭場所を探す事
がかなりのプレッシャーでした。
しかし7月の委員会で藤原副会長が京都の事に詳し

い事もあり、ロータリーらしい行程案・予算書を出し
て頂き決める事ができました。
本来であれば委員会メンバーで候補地を出し合い、
協議して決めたい所でしたが時間が無く、反省して
おります。

この日の委員会では最終例会の懇親会についても協
議しました。
段取りの打合せ、受付、出欠、懇親会の司会・内容など
ホテルとの打合せなど細部まで渡り検討し、レジメ
も作製します。
懇親会は会長の引継ぎセレモニーから始まり感謝品
の贈呈、次年度会長の挨拶、次年度役員理事の紹介、
余興と無事開催され新年度のスタートを切りまし
た。

そして7月の第一例会より親睦活動委員会の新メン
バーによる受付・設営・連絡箱に書類の配布・来賓の
案内・ご紹介・出席報告の発表が始まります。
席次も2ヶ月毎に変更していきます。

・7月の委員会では9月開催の納涼例会の余興、席決
め、タイムスケジュール、予算書、役割分担を決めて
いきました。
今回は記念すべき3000回記念例会と言う事もあり、
開催場所をアゴーラリージェンシー堺で行い、余興
には泉大津音楽協会のジャズ演奏となりました。
今から63年前の1956年、昭和31年5月４日に設立し
同17日に承認された日から3000回を迎える例会に
出席出来た事は、先輩諸兄の賜物であり我クラブの
歴史の重みを感じた例会でした。

・9月の委員会では忘年クリスマス例会の会場、余興、
役割分担を決めていきました。
今年のクリスマス例会は松内副委員長の提案で、メ
ンバー全員で聖夜を歌う事・クリスマスを皆で楽し
む事を趣旨に決まり、私の独断でバンケットと方に
もサンタの衣装を着てもらいました。当日は35名の
参加もありトラブルも無く無事終了出来る事ができ
大いに盛り上がったと思います。皆様のご協力、ロー
ターリーの友情に感謝です。
そして11月17日に京都家族例会の視察をかねて迎賓
館外観周辺、美濃吉本店の宴会場、南禅寺へ下見に行
く事も決まりました。

・11月の委員会では、メンバーへの親睦委員会会員心
得の説明及び受付担当役割決定表の説明を行いまし
た。この2点は毎週の例会をスムーズに運営していく
為には不可欠で大切な決め事であります。本来、年度
が始まる前にやるべき事でしたがやってませんでし
た。私は事前に植村理事に叱咤されながらもアドバ
イスを受けて、委員会メンバーに事細かく真剣に役
割分担などを説明しました。その時初めて寺田幹事
より久しぶりの委員会らしく良かったと言葉を頂き
ました。
それからは例会前の受付のメンバー対応は、素晴ら
しく活気がでてきて例会の雰囲気も良くなったと思

いました。
ここで委員会の心得について説明致します。
（心得を読む・・・
次年度の委員長にも伝えていきます。

そして、余談ですが11月の21日に「くずはロータリー
クラブ」のメイキャップのお誘いを受け出席してき
ました。
やはり他クラブの例会に行き、他クラブの親睦委員
会の動きが勉強になりました。その日は元阪神タイ
ガースの中西氏の卓和があり、例会前のムードも盛
り上がっていました。
例会受付はもちろんの事、親睦活動委員メンバーで
エンジンを囲み何度も何度もシナリオの確認をして
いました。親睦委員会のメンバーの一体感・気合を感
じました。
会長の会開の点鐘のゴングがなると皆で握手を仕合
い、挨拶していきます。（はずかしい感じ）ロータリー
ソングの時は壇上に指揮者が立ちます。ＳＡＡも壇
上の端の席で立ちながら例会をすすめていきます。
クラブによって例会運営は様々であると思いました
が先週の例会出席率が49.35％（80名の38名）と低い
数字が残念でした。

続きまして
・1月、3月の委員会では春の家族例会の予算書、行程、
役割分担を決めていきました。
現在の出席登録者数はご家族の方も含めて58名と
なっております。
バスの乗車名簿、例会席次、芸舞妓の段取りなどもメ
ンバー同士で決め、万全の態勢で当日を待つのみと
なりました。

5月ゴルフコンペ　参加者16名
ゴルフコンペ　について
日　　時 ： 平成31年5月11日（土）～12日（日）
11日（土）　宿　　泊 ： エクシブ白浜アネックス
12日（日）　ゴルフ場 ： 南紀白浜ゴルフクラブ　　　
　　　　　　　　　　　  （5組予約済み）
　
（4月14日の当日の行程の説明をする）・・・
例会出席は楽しくなけらばなりませんが、しかし、楽
しければ全てよし！という訳ではありません。ロー
タリー刃は何処にでもある趣味の会や寄付団体とか
ボランティア団体ではありません。例会は「楽しい」
と同時に「自己研鑽の場」の場でなけてばなりませ
ん。

最後になりますが
ロータリークラブのアイサーブのスローガンのも
と、皆様のご理解、ご協力を得ながら親睦活動委員会
一同頑張って参りますので最終例会まで宜しくお願
い致します。

■先週のプログラム

クラブフォーラム 松村　泰英　親睦活動委員長


