
       2016年08月10日（水） 

           （第2682回） 

        2016年08月24日（水） 

             （第2683回） 

前回例会（2681回）08/03 の主な内容 

      
      
    

1、エストレリーター  2、マスカレード  3、サマーサンバ 

 

本日のピアノ演奏 

例会日 出席 欠席 出席率 

08月03日 
07月20日 

29 

33 

   （内免除者 
        2名） 
   （内免除者 
        2名） 

11 72.50%【会員42名】 

メークアップ2名（82.50％） 

    

「本年度の会員増強について」 
    吉川  巧一  会員 
   担当：会員増強委員会 

2016~17・RIテーマ 

05 
   会 員 増 強 
  新クラブ結成推進月間 

◎幹事報告（幹事 石谷 隆子） 
1、8月10日（水）は富永ガバナー補佐
訪問です。例会後はクラブ協議会を開
催致しますので関係者の方はご出席く
ださい。 

◇◇◇第1回理事会だより◇◇◇ 

 日時：8月3日（水）13：40～ 

 場所：「事務局」出席：13名 

 議題：守口市花火協賛金について 

    ・竹嶋会員結婚お祝いについて 

    ・守口市民祭り参加について 

    ・事務局夏季休暇について 

◇◇◇委員会報告◇◇◇ 

広報雑誌・会報委員会  （佃 委員） 

 ○ロータリーの友より抜粋記事紹介 

「 Ｉ.Ｍ第３組ガバナー補佐訪問 」 
   富永 良太 様（門真ＲＣ） 
     担当：会長・幹事 

◎2015～2016年度収支報告書 （会計 菊田 芳） 
 収入の部 合計19,712,616円、 
 支出合計17,405,161円、次期繰越金2,307,455円 
 特別会計（1）記念基金管理委員会の次期繰越金14,912,468円 
 特別会計（2）世界社会奉仕W.C.Sの繰越金648,221円 
 

◎会計監事報告     （会計監事 三浦 均） 
 「7月28日事務局におきまして、帳簿、預金通帳等を監査させて 
 いただき、適正に且つ正確にされておりました事をご報告致し 
 ます。」 
  

石井 会員 夏の高校野球大会7日開幕、 
      熱戦を期待して。 
川村 会員 本日「卓話」させていただ 
      きます。 
村田 会員 川村直前会長、本日の卓話 
      宜しくお願いします。 
  
 8／3ニコニコBOX  181,000円 

モデルは宮内会員です 

水谷 出席・プログラム委員長 



  

  

◎会長の時間 （ 会長 三浦 均 ） 卓  話 

広島原爆死没者慰霊碑の文言に思う             

                          

「 会長職を振り返って 」  

 広島平和記念公園に設置されている原爆死没者慰霊碑に
「安らかに眠って下さい過ちは繰返しませぬから」という
文言が刻まれています。この言葉は原子爆弾の犠牲者の御
霊にかける言葉であることは明白ですが、「過ち」という
のは誰の過ちなのか、つまり、加害者は誰であるか議論の
対象となってきました。 
 
 この慰霊碑は昭和26年に広島市が建立したもので、碑文
の文脈や建立の経緯からして「過ち」とは「日本の過ち」
と読む以外にないでしょう。つまり、日本が非道な侵略戦
争を行った結果、アメリカから懲罰を受けたのが原子爆弾
の投下だったのであり、広島で民間人が大勢絶命したのは、
元を正せば日本の国家指導者たちの責任という意味になる
でしょう。被害者は広島市民、加害者は日本の国家指導者
という構図です。 
 
 原子爆弾を投下して広島市民を殺したのは米軍である、
という動かすことの出来ない事実にもかかわらず。 
 これは戦後アメリカの採ったWGIP（War Gilt 
Information Program）「戦争についての罪悪感を日本人
の心に植え付けるための宣伝計画」の一環と言えます。日
本人の心を統制し、報復をさせないための。 
 
 また、アメリカでは「原爆投下はその後の日本本土上陸
作戦で失われる多くの米兵の命を救った。」と考えられて
いるのです。 
 
 しかし、原爆投下は、東京大空襲などの爆撃ともども、
無辜の民を無差別に殺害した国際法に違反する言語道断の
戦争犯罪でした。私たちはアメリカに復讐するべきではあ
りませんが、この事実を忘れてはなりません。 
 
 一方、日本は軍事的には敗北しましたが、日本人の伝統
的な価値観である高い道義性は維持されています。 
 
 2016年5月27日、アメリカのオバマ大統領が現職大統領と
して初めて広島を訪れ追悼しました。今回の訪問は、広島
の人たちが平和への思いを『オバマへお手紙』として送っ
たことに始まります。その手紙のほとんどが、恨みや謝罪
を求めるものはなく、「とにかく広島を見て、核廃絶への
一歩を踏み出しましょう」と訴えていました。オバマ大統
領は被爆者の森重昭さん（７９）を抱きしめました。自身
も8歳で被爆した森さんは、捕虜となって被爆して亡くなっ
たアメリカ兵12人の消息を家族に伝えるという調査を続け
てきた方です。 
 
 広島の名もなき市井の人たちの、人間として最も大切な
『赦しの心』が、オバマ大統領を動かし、核廃絶の悲願を
発信することとなったのでしょう。 
  

 ２０１５年１月新理事会が始まった頃に「会長年度でやりたい
こと、実施したいこと」を書き出しました。会員増強問題、親睦
同好会の新設、ローターアクト問題、創立５５周年のイベントを
どうするか、ソウル国際大会参加の呼びかけ、そして地区からの
戦略計画委員会立上げ問題など、以前私が３役に関わった石橋、
菊田パスト会長にたびたび相談に乗って頂き、ご指導を受けやる
気でてきました。会長職はリーダーシップをはかり全員で行なう
ものと痛感した次第です。皆様のご協力、誠にありがとうござい
ました。 

直前会長 川村 弘和 

（～次ページに続く～） 

◎お誕生日お祝い 
 
中道 均会員、菊田 芳会員、吉川巧一会員 
他谷 勝会員、石津明彦会員、佃 啓史会員 

祝！竹嶋会員ご結婚 披露宴（帝国ホテル8月7日） 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 



  

  

卓  話 ２）先ず行動、単独訪問や同行スケジュール 
 石山委員長とは週１日、単独訪問を石山委員長週１日、私も
週１日（私は火曜日打ち合わせ、水曜日例会、石山さんと同行、
単独訪問、で週５日の内３日~４日、時間を取られました）私
と菊田会員・篠崎会員とは２~３回同行、大野副会長との同行
これ以外に石山：篠崎さんの同行や石山：石橋会員の同行など。
また、石橋さんの単独訪問も協力いただきました。 
 
３）元会員へのアプローチ 
 佐竹化学・三郷金属・大阪防水・大阪電設・大阪環境設備・
三菱東京ＵＦＪ銀行・京阪百貨店等訪問させて頂きましたが、
社長不在や丁重にことわられることが多くありました。 
 
４）会員の皆様によるリストアップ先４０件 
 ４０名の内２６名に訪問、訪問後石山委員長とＡＢＣ分析を 
して１２名の方に２回３回と訪問して入会を勧め、何とか６名
の方の入会がきまりました。入会いただけなかった方も何人か
今後入会して頂く可能性があります。 
 例を挙げれば、難宗寺のご住職、若いんです。子供さんが幼
く、もう数年待ってほしいと云われ、数年後の入会を楽しみに
待つことにした次第です。もう１人亀田電機㈱の亀田社長も例
会見学もして頂きましたが、業界の組合で大役を受けてたから
２～３年待ってほしいと云われ、将来有力入会者で温存いたし
ました。 
 
５）青年会議所と交流 
 ここ数年青年会議所との交流が途絶えているようで、１月の
新年会に出席をし数名の方と名刺交換をしロータリークラブは
ＪＣの人材に期待していること等ＰＲを行いました。ＪＣの役
員の例会えの招待や卒業生予定者の招待も行い、これから積極
的に交流をし入会者を勧誘出来ればと思います。 
 
６）商工会議所との交流 
 私は商工会議所の常議員でありまして、建設部会副委員長や
共済委員会委員など受け持っており、何度か事務所へ情報収集
に行き青年部会のリストを頂きました。特に青年部会との交流
を行いロータリーの理解を深めれば、また親睦同好会への参加、
例会への招待など行い入会者の勧誘を出来ればと思います。 
 

⑤戦略計画委員会の設立 
１）委員会のメンバーをどうするか、地区では、会長、副会長, 
幹事、会長エレクト、パスト会長３名ほどとしるされていまし
たが、当クラブでは、クラブ協議会メンバーで行なったほうが
良いとアドバイスを頂き実施いたしました。 
 
２）第１回目は会員数が40名前後の場合のとるべき政策 
 当クラブの損益分岐点は４６名です。ニコニコ資金を予算収
入に組み込み現在辛うじて黒字です。４６名以上になれば、ニ
コニコ資金や新会員の入会金は余裕資金になるはずです。 
 
 第２回目は創立６０周年に向けてのクラブの目標と計画「ビ
ジョン６０」討議して頂きました。 
 
 第３回は4大奉仕について60周年に向けた奉仕活動とロー
ターアクトについて討議して頂きました。 
  
 三浦年度も地区では引き続き戦略計画委員会を継続するとの
事です。提言させて頂いた事柄の進捗状況や変更する事柄など
討議して頂きたいとおもいます。 
 

⑥親睦同好会について 
 親睦委員会はクラブメンバーが対象、同好会はクラブメン
バーと家族ならびに友人など自由参加が基本。観劇、グルメ、
ゴルフそれぞれに世話人さんに企画していただきますが親睦委
員会の協力が不可欠でありであります。親睦委員会と相談しな
がら楽しい同好会に育ててほしいとおもいます。 
  
 最後に、伝統ある守口ローターリークラブが創立６０周年に
新会員も増え若返り、女性会員も数名増え活気あふれる例会や
奉仕活動や親睦活動が目標であり、夢が実現できますことを願
いまして「卓話」を終わります。 
  

①会長となって1年間、自分なりに気を使ったこと。 
１）当たり前なのですが、先ず法令順守（コンプライアンス）
です。 
 
◆歩行の時も自転車の時も自動車運転の時も先ず交通違反しな
い。 
◆交通事故をしない。事故を起こせば、ケガで入院しでもすれ
ば、例会を欠席になりロータリーに迷惑をかけます。 
◆その他軽犯罪、例えば、立ち小便、風俗店への出入りやゴル
フコンペの馬券購入、賭け麻雀などなども辛抱しました。 
◆会社や仕事上でのコンプライアンス、セクハラやお客様、 
お得意先とのトラブルにも注意を払いました。そして会社の経
営がおかしくならないよう、しっかりと経営すること。 
◆個人の行動や言葉つかい。モラルのある、人格のある行動と
言葉使いに気を配りました。 
 
２）スケジュールをロータリー優先にし、さらに自分の健康管
理に注意して、例会や地区行事に欠席しないことを誓い、がん
ばりました。 
 

②超緊張した会長のあいさつ 
 
１）2015/07/15  八雲中学校で薬物乱用防止教室でのあいさつ。  
 これは2016/03/05に守口市主催のエナジーホールで行なわれ
る「薬物乱用防止シンポジューム」。その時のビデオ撮りがあ
り、あいさつにまだ慣れていない時、ビデオ撮影で時間制限3分
以内といわれ気にして緊張しました。今年3月5日にエナジー
ホールでビデオを見ましたが写っていたのは僅か１0秒でした。
（１０秒のために時計を見ながら何回練習したかと思うと笑っ
てしまいます。） 
 
２）2015/08/22  こども議会でのあいさつ。 
 これは守口ＲＣ（社会奉仕委員会）の初めて行なう奉仕事業
で前例がありません。どんな内容であいさつすれば良いのか悩
みました。そして議会場に入るのも初めて、格式も高く感じま
した。市役所の部長や課長がせいぞろい、西端市長や市議会議
長のまえでのあいさつ。ましてや中学生代表にロータリークラ
ブの恥にならないようにと思うと大変緊張いたしました。 
 
３）クリスマス家族親睦例会でのあいさつ。 
 100人近いロータリアンとその家族の前でのあいさつ、まして
や 私の妻や息子達の嫁、孫がいる前でのあいさつ、親睦委員
会でのメインイベントを失敗に終らせられないプレッシャーで
大変緊張しました。 
 

③苦労した会長の時間 
 
１）月初例会はロータリー関連の話をする為、ロータリーの
ホームページ「マイロータリー」や関連書物で勉強しました。 
 
２）「水」の話は、水道業界の月刊雑誌「ウォーターアンドラ
イフ」から多くを引用いたしました。中でも2015/08/26 の例会
での「ブルー・ゴールド 狙われた水の真実」が私は印象的で
した。 
下半期からは名水百選のホームページから関西圏の名水をご紹
介させて頂きました。 
 
３）今日の一句（年間集）    別紙にまとめました。 
 

④会員増強への取り組み 
 
１）年度初めに石山委員長と綿密な打ち合わせ 
 二人の間での目標を４名（事業計画では３名でしたが）とし
戦略をねりました。 
 
 

（～前ページからの続き～） 
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