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「結婚記念日祝い」
冨 一美会員

プログラム
第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い
感謝状・認証品贈呈
米山記念奨学会特別寄付感謝状
第 7 回 米山功労者

冨 一美会員

ロータリー財団メジャードナー認証品

冨会員 / 土屋会長

冨 一美会員
奨学金授与（ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん）

「奥様お誕生日祝い」

各委員会報告

古西弘和会員 令夫人 厚子様

会員卓話（上原広嗣会員）

石井敬二会員 令夫人 明子様

１０月誕生日・結婚記念日祝い
「会員誕生日祝い｣
内田裕雄会員

川島 宭会員

古西会員 / 土屋会長

○感謝状・認証品贈呈
米山記念奨学会特別寄付感謝状
土屋会長 / 内田会員 / 川島会員

第 7 回 米山功労者

冨 一美会員

ロータリー財団メジャードナー認証品
冨 一美会員

心を持ち記録の数値をチェックし最終的に選手のモ
チベーションアップにも繋がっています。ところが
自分のビジネスでは数値には関心がなく記録もして
いません。またどの様な数値を追いかけて行けば業
績が良くなるのか検討もしていません。ロータリー
もいろいろな数値はあるのですが、どれが良いクラ
ブライフに役立つか関心はほとんどありませんでし
た。重要なことは簡単で解かりやすくポジティブな
数値が良いのです。それでスコアリングに使用する
冨会員 / 土屋会長

○奨学金授与

数値を出席率にしました。理由は、簡単で誰でも分
かる数値、
クラブの大小にかかわりなく比較できる、
対応が楽などです。そこでガバナー月信より諸岡ガ
バナー年度と漆原ガバナー年度の各クラブ出席率比
較表を作成しました。コロナ緊急事態宣言の影響で
休会がありますが、休会の場合は直前の出席率を使
用しました。比較したクラブは第 3G より千葉 RC、
第 6G より勝浦 RC、第 7G より茂原 RC、第 10G より
成田 RC、第 13G より松戸 RC です。表のグラフを見
てください。先ずは松戸 RC との比較表です。流石に
ロータリアンとしての意識の高いクラブだと思いま
す。ほとんど 100％で 90％を切りません。※図 1

ビャンバさん / 土屋会長

次に５クラブとの比較表です。※図 2
太いグリーンのラインが成田空港南ロータリークラ

会長挨拶

ブです。
いかがですか、
どの様な感想をされますか？
さて当クラブの出席率向上にはメークアップは必須
です。今回理事会で確認して頂きましたが、メーク
アップに関するクラブクラブ定款をまとめましたの
で、参考にしてください。※図 3
チャレンジしてみましょう。以上会長挨拶で出席率
の向上を提案させて頂きました。

理事会報告
コロナ緊急事態宣言が 9 月 30 日で終了して通常状
態に復帰しました。しかしながら簡単には元に戻る
とは思いません。それ程厳しい状況が続いています。
当クラブの活動も通常通り活動できるどうか不安な
ところです。さて先刻の理事会で提案させて頂きま
ましたが、出席率の向上について簡単に説明させて
いただきます。その前に出席率をスコアリングと捉
えて考えてみます。例として大リーグで活躍中の大
谷翔平選手のホームラン競争は４６号で終了し本塁
打王には届きませんでした。 ここまで来る途中各
種の記録に一喜一憂しましたが、１本ごとの本塁打
の蓄積が良い結果を生み出したようです。スコアリ
ングはスポーツに記録は必須で、多くの関係者が関

第 4 回 定例理事会
日時：令和 3 年 10 月 7 日（木） 午前 11：00～
場所：成田空港南ＲＣ事務所
議題
第 1 号議案．9 月度会計承認の件
・承認されました
第 2 号議案．役員会における提案事項
○10 月 21 日例会を休会にして 28 日に移動例会
とする案 ・承認されました
第 3 号議案．10 月事業計画について
○クラブ関係
10 月 28 日（木）移動例会 観月会事業

主催：クラブ奉仕委員会で承認されました
○クラブ外

知るための書籍は数多く刊行されていますが、最近
のロータリーの友に連載されておりましたポールハ

10 月 15 日（金）第 7 グループ会長・幹事会

リスの漫画がわかりやすかったものですから、そち

主催：当クラブ 出席承認されました

らを You tube で読み直しました。しかし、ロータリ

10 月 31 日（日）地区大会 会長・幹事出席

ーの友の連載は長いので、もう少し短い漫画はない

・承認されました

ものかと探してみましたら、
本日お配りしました
「ポ

第 4 号議案．地区大会決議案の理事会承認
・承認されました

ールハリスものがたり」という漫画がコンパクトで
とても読み易かったので本日はこちらを参考に「ポ

第 5 号議案．出席メイクアップの理事会における承
認について

ールハリスとロータリー」というテーマで卓話をし
てみたいと思います。本日配布した資料の一番後ろ

・クラブ定款の確認と、運用に関する取り扱いに
ついて承認されました

にポールハリスの年表が付いていますが、ポールハ
リスはアメリカ南北戦争終結後に生まれ、第２次世

第 6 号議案．その他

界大戦後に亡くなっています。ポールハリスはロー

・ロータリークラブ会員証発行が承認されました

スクールを卒業し、各地を放浪した後、シカゴで弁

・次年度構成表については地区の DLP 対応にし、

護士として活動していきます。私と同じ弁護士とい

詳細は会長エレクトを中心に討議する

う職業であり、ものの考え方に共通性がある気がし
ます。1900 年頃のシカゴはすでに大都市となってい

幹事報告

ましたが、経営者同士の横のつながりは薄く、家族
や職場とは別のコミュニティがありませんでした。

○例会のお知らせ

子どもであれば学校というコミュニティがあります

・多古ＲＣ

が、大人になってしまうと家族や職場以外の人間と

○ガバナー事務所より

定期的に顔を合わせる機会・環境は少なくなってし

・世界ポリオデー祈願プ

まいますね。そこで、ポールハリスは、経営者同士

ロジェクトプレスリリ

の親睦のための団体を作ろうとしました。1905 年頃

ースについて

のことです。ロータリークラブという名称は、当初

・第 2790 地区ロータリー
財団学友 50 周年記念行事のご案内
・ガバナー月信合本（2020-21 年度）
・ブラッシュアップセミナー、他

ローテーションとしていたことに由来しています。
その後、昼食を取りながらの例会に形を変えたので
ホテルなどが例会場になることになりました。ロー
タリークラブはそのように職業人の親睦団体として

会員卓話
「ポールハリスとロータリー」

は例会の開催場所を会員企業の事務所での持ち回り

スタートしたものですから、会員間での互助により
上原広嗣会員

それぞれのビジネスが成功し、アメリカ各地にクラ
ブを増やしていきました。しかし、ロータリーがあ
る程度の規模になると、会員の親睦、ビジネスの互
助という目的だけでは、クラブの発展が難しくなっ
てきました。利益の追求だけでは社会に受け入れら
れなくなってきたのですね。そこで、ポールハリス
は「奉仕」という理念を新たに掲げることにしまし
た。ここに「service above self」超我の奉仕とい
うロータリーの理想が誕生することになったのです。

本日卓話を担当させていただくことになりまして、

ポールハリスが所属するシカゴロータリクラブが最

テーマを何にしようか考えていたのですが、次年度

初に行った奉仕活動はシカゴ市内に公衆トイレを設

会長を仰せつかりましたので、ロータリークラブに

置するというものでした。ポールハリスは真面目な

ついて知るために、ロータリークラブの創設者ポー

人物でしたからロータリーの奉仕活動に熱心に取り

ルハリスについて調べてみました。ポールハリスを

組むようになります。しかし、奉仕活動に傾くロー

タリーの方向性に反対する会員も現れ始めました。
ロータリーの当初の目的は、会員相互の親睦であっ
て奉仕が目的ではないというものです。ポールハリ
スはこの時、会員相互の親睦がまず先にあり、それ
があっての奉仕活動であるというロータリーの当初
の結成動機に立ち戻りました。ポールハリスはとて

内田裕雄君・市原豊彦君・
…誕生日祝いありがとうございます。
冨 一美君
…結婚記念日祝いありがとうございます。
古西弘和君
…奥様お誕生日祝いありがとうございます。

も柔軟性のあるリーダーだったのですね。その後ポ

青柳 誠君・土屋俊夫君・内田裕雄君・小林定雄君

ールハリスは世界各地にロータリーの輪を広げてい

安藤卓造君

きました。1920 年代には東京にもロータリークラブ
が結成されました。ポールハリスは、ロータリーク
ラブがなかった頃の経営者はこころの渇きを訴えて
いたと表現しています。私も次年度当クラブの会長
職を務めるに当たり、クラブの例会が会員の皆様に
とって潤いの水となるようなクラブ運営を心がけて
いきたいと思っております。ポールハリスがロータ
リークラブを組織した時代は資本主義の興隆期にあ
たり貧富の格差が広がっていました。そして、その
ような時代背景は現代でも変わっていません。むし
ろ、現代の日本は少子高齢化の問題もありますし、
経済面での国際的な競争力も低下してきていますの

…上原さん卓話ありがとうございました。
冨 一美君・倉石昌治君・金髙盛二君
…おにぎり会とても楽しかったです。
鈴木恭一君
…おにぎり会優勝いたしました。
石田喜一君
…おにぎり会参加ありがとうございます。
伊藤元雄君
…今夜の美食会へ参加できず残念です。
上原広嗣君
…本日卓話をさせていただきました。ありがとう
ございます。

で、ロータリークラブの存在及び活動がますます必

本日計
累 計

要とされる時代になっているといえるのではないで
しょうか。久しぶりの卓話で緊張しました。本日は

36,000 円
122,006 円

ご清聴ありがとうございました。

出席報告
ニコニコボックス

例会日

会員数

出席

出席率に
用いる数

％

10 月 7 日

24

18

23

78.26

川島 宭君
…10/22 で 93 歳になります。健康です。ありが
とうございます。

令和 3 年 9 月 30 日 おにぎり会ゴルフ大会

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★
場所：ラフォーレ＆松尾ゴルフ倶楽部
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