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今月の歌
若者たち
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そんなにしてまで
先週の記録
会長挨拶
会長
加藤久仁明君
今日の例会は 3 年ぶりのフリートキング例会で
す。
テーマは、
「会員増強と職業分類未充職業につ
いて」
、各テーブルで話し合って頂きます。3 年前
のフリートーキングのテーマは、
「退会者を防止
するには」でした。奇しくも同じ会員増強委員会
での内容となっていますが、メンバーの皆様のお
知恵をお貸し下さい。
RI は 3 年に 1 度規定を見直しています。
職業分
類について RI は 13 年前に 1 業種 1 名から 3 名ま
で入会を認める決定を致しました。4 年前には人
数の枠を取り払い、何名でも入会させても良いと
新世代のための月間
９月１９日（金）
９月２７日（土）
例
家族会 13：00
会 祝福
予 卓話 蓮野 美廣君 ミュージカル
定 卓話 速水 敬志君 「美女と野獣」
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２０１４年９月１２日（金）２１９９回（９月第２例会）
いう事に成りました。昨年、新たに職業を持って
いない人も入会させても良いと言う規定変更を行
いました。4 年前の枠撤廃規定の居り、2760 地区
に於いても、日本の各地域に於いても、職業分類
委員会は必要ないのではないかと議論されました
が、世界の会員拡大の為に必要と言う事で、RI
は、強引に押し切り、決定を致しました。昨年の
職業を持っていない人でも入会を認めると言う議
案について、2760 地区も、当クラブも反対に投票
しましたが、世界の会員拡大増強の為にとの理由
と、今年の RI 会長が、世界のロータリアンを 120
万人から今年中に 130 万人にしようとの方針の基、
決定致しました。
当クラブとしては、この決定は是として、本来
のロータリーが出来た当時の考えの基、職業分類
委員会を存続させる為に、本日の例会で、各テー
ブルで春日井ロータリークラブに入っていない未
充職業を、発見、検討して頂きたいと思います。
クラブ計画書には、未充職業分類表が記載されて
いますが、もう少し、細かな職業分類を作りたい
と思います。例えば、医者であれば、内科、外科、
歯科と言った細かな分類を各テーブルで出して頂
き、未充職業の人の会社名と入会されそうな人の
リストアップまでして頂ければ幸いです。
2760 地区のクラブの平均会員数は、58 名です。
現在、本日の新入会員の入会を含め、やっと平均
人数になりました。今年の私の、会員増強の目標
は 65 名まで当クラブの会員を増やすことです。
会員増強委員会だけではこの目標を達成する事は、
厳しいですのでメンバーの皆様の紹介と、今日、
各テーブルで話し合われる未充職業分類の方の紹
介をお願い致します。

１０月３日（金）
卓話 岡嶋 良樹君
卓話 古屋 義夫君

１０月１０日（金）
理事役員会 11：30
卓話 松田由美さん
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幹事報告
幹事
近藤 太門君
第 3 回理事・役員会の審議内容
第１号議案： 8 月分の一般会計の報告があり
可決承認
第２号議案： 親睦ゴルフ会を 10 月 18 日、オ
ールドレイクでの開催を承認
第３号議案： 第 34 回「福祉の集い」への協
賛金と費用見積りを承認可決
第４号議案： 「ロータリー希望の風」への支
援金の口座引き落としを承認可決
以上の 4 議案のご審議をいただき、いずれも可決
承認されました。
※ 次週予告 次週 9 月 12 日（金）は、大橋省
吾君と小川茂徳君、お二人の自己紹介の卓話です。

て来ました。
北
健司君
○元気に明るく朗らかにゆきましょう。
松尾 隆徳君
○今日も宜しくお願いします。
足立 治夫君
伊藤 一裕君
太田 弘道君
大畑 一久君
岡嶋 良樹君
亀谷 鉦一君
加藤久仁明君
加藤
茂君
風岡 保広君
加藤 宗生君
志水ひろみ君
芝田 貴之君
社本 太郎君
杤本 正樹君
宅間 秀順君
峠 テル子君
長谷川英輝君
林
憲正君
速水 敬志君
蓮野 美廣君
場々大刀雄君
古屋 義夫君
日比 雄将君
森田
誠君
屋嘉比良夫君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君
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補助金事業の為津島秋祭り会場
９月２５日(木) ９月２５日(木) １９：００

合同夜間例会の為 商工会館
９月１７日(水) ９月２０日(土)

音楽鑑賞会の為ウインクあいち

◎例会休会のお知らせ
○犬山ＲＣ
9 月 23 日（火）は休会
○愛知長久手ＲＣ
9 月 23 日（火）は休会
○名古屋城北ＲＣ
9 月 23 日（火）は休会
○岩倉ＲＣ
9 月 23 日（火）は休会
○名古屋清須ＲＣ
9 月 23 日（火）は休会
○名古屋北ＲＣ
9 月 26 日（金）は休会
出席報告
会員 5８名
先々週の修正出席

委員長
欠席 16 名
欠席 0 名

伊藤 純君
出席率 87%
出席率 100%

ニコボックス報告
委員長 古屋 義夫君
○新会員小川茂徳君を紹介できる喜びで
清水
勲君
○伝統ある春日井ロータリークラブに入会させて
頂きありがとうございます。
小川 茂徳君
○小川さんの入会嬉しく思います。近藤 太門君
○小川さん入会おめでとう。
貴田 永克君
○山で骨折しましたが大事にならず感謝です。
青山 博徳君
○欠席続きですいません。
大橋 完一君
○入会１ヶ月です。本当に有難うございます。
大橋 省吾君
○皇居、吹上御所、東宮御所の薔薇の剪定に行っ

小川茂徳君 入会式

テーブルミーティングまとめ
2014 年 9 月 5 日の例会は 3 年ぶりのフリートキ
ングで、今年度方針である『会員純増７名以上を
目標とし、会員数 65 名を確保する。』を全ての
会員が周知して共有しかつ楽しく会員全員で増強
活動を推進するために、討論テーマを、「会員増
強と職業分類未充職業について」として七テーブ
ルに分かれてテーブル討論と討論結果発表・質疑
を行いました。
成果として、短い討論時間ながら増強活動の切り
口として多くの未充填職業が発見され、更に現代
の情勢に見合った新たな業種から未充填職業を発
見できました。これからの増強候補者のリストア
ップの為のプロセス成果となったと存じます。
テーブル発表及び報告文書での感想では５点が挙
げられておりました ①第一線をリタイアーした
身としては『職業分類を問わずというのは如何か
な』と思う。 ②出席免除の場合は、そこが未充
填として空きとなるのではないか。 ③例会出席
がとれない候補者は、入会メリットが保証できな
いので無理に挙げないほうが良い。 ④クラブ計
画書に記載されている未充填職業リストは過去に
退会した会員の職業分類が残滓ではないか。 ⑤
毎年のクラブ計画書では今年度会員候補者を連想
できる最新の未充填職業を掲載することが望まれ
る。
また質疑のおいては、同一職業からの会員数規定
に関して、その意義と経緯は何ぞや？ との質疑
がありました。なぜ一業種一会員の原則が過去に
定められたのか？ロータリーの奉仕の原点は職業
奉仕であるから、
親睦という意味からとか・
・
・
・
・。
増強とは会員を『増』す活動、『強』とは会員が
ロータリアンとして成長し、会が『強』くなる仕
組み・活動 その２つのバランスをとりながらの
活動が増強の所以かなと思いました。
バランスのある増強活動のため増強の活動は、増
強方針、職業分類方針・会員選考方針の共有と実
践にかかっていると思いその方針を今一度振り返
ってみる機会でもありました。
今年度のクラブ計画書の職業分類委員会今年度方
針は ①現会員の職業分類上の再確認するととも
に、未充填職業部門を資料化する。②未充填職業
部門の新会員発掘に向けて、全会員に上記資料の
周知をはかる。③上記の活動は、
会員増強委員会、
会員選考委員会との密な連携のもとで進める。
また会員選考委員会今年度方針は ①会員選考委
員会は、定義として、職業分類に適合した入会候
補者の中から人間的にロータリークラブに相応し
い人かを決めることになっています。 ②若い会
員を大いに推進したいのは勿論ですが、高齢者も

意欲ある人をおむかえしたいし、更に女性会員も
最も大切にしたいと思っています。
会員増強委員会今年度方針抜粋は会員純増７名以
上を目標とし、会員数 65 名を確保する。
今回リストアップされた未充填職業は下記であり
ます。
飲食業 歯科医 土木建築 教師 菓子製造 ソ
フト開発 ホームページ作成（WEB デザイナー）
行政書士 司法書士 土地家屋調査士 社会福祉
事業 内装業 運送業 塗装業 産婦人科（今ま
で入会なし） NPO 法人 整形外科医 住職 動
物病院

テーブルミーティングの様子

テーブルミーティングまとめ 風岡保広君

受賞をしていました。彼女はとってもスマートな
の。
そして、もう一つ良いニュースがあります。3 月
にお父さんがコールセンターの受付の仕事を申請
しました。最初の手紙でお父さんが失業中だと書
いたのを覚えていらっしゃいますか？そしてお父
さんは面接に合格して、今仕事に就いています。
家族も私もお父さんよかったねと大喜びです。こ
れで家族が貧困から立ちあがる助けになります。
いまや、両親ともに働き、ともにコールセンター
の受付です。両親が働くことで、私たちが暮らし
ていくには十分なお金が得られるでしょう。

あしなが奨学生からの手紙
＃15 Alvarez Kelsy Marie
あしながおじさん 中島 宗幸
こんにちは！これが 3 通目のお手紙です。今日あ
しながおじさんのご機嫌がいいことを願います。
なにより、2 月にお金を頂いたことに、改めてお
礼を申し上げたいです。当たり前ですが、とても
助かっていて、お母さんに奨学金は渡しています。
お母さんも喜んでいて、あしながおじさんにとて
も感謝しています。継続的に支援してくださりあ
りがとうございます。お蔭さまで、学校のすべて
の努めをすぐに果たすことができましたし、直ち
にそのサインも受け取りました。私たちは食べ物
を買うことや、兄弟姉妹のお小遣いにも使ってい
ます。
さて、あしながおじさんに良いニュースがありま
す。4 月 2 日は、私たちの学校の表彰日でした。
さて何があったでしょう？私は名誉賞と特別表彰
の 1 人となりました。400 人以上いる 8 年生の中
で、
誇りあるトップ１０の 7 位でした。
私は特に、
2 つの表彰を受けるとわかったとき（一つはトッ
プ７のメダルで、2 つ目は年間パフォーマンス賞
のひとり）興奮して感激しました。本当に幸せで
す。本当に信じられません。私はダンスのような
パフォーマンスがとても恥ずかしいからです。と
ても嬉しいのは順位が上がったからです。1 年生
は 10 位、2 年・３年生は 8 位、そしてなんと 7
位になれたのです。やったー！
さらに、表彰日にあったことをお話しさせてくだ
さい。最初は、名誉賞と特別表彰で私たちはコー
トを羽織って行進し、それぞれのイスにすわりま
した。このパフォーマンスの後、開会の挨拶にス
テージに行きました。それから、キリスト教の賛
歌とその後に皆で私たちの国家を歌いました。次
は表彰式典です。私の名前が呼ばれて、賞が与え
られました。そのあと、お母さんと妹と友達と一
緒に写真をとりました。彼女もまた、たくさんの

お父さんは表彰日働いていたので、表彰式には参
加できませんでした。でもいいのです。少なくと
もお母さんと妹が来てくれましたから。表彰式の
後、私たちパフォーマーはフォークソングで踊り
ました。それはとても感激するものだったので、
みんなの喝采を浴びました。表彰日について付け
加えると、大好きなおばあちゃんの誕生日でもあ
りました。かんたんに言えば、二重のお祝いがあ
りました。家族がお祝いに集まり、おばあちゃん
が新たな 1 年を迎えることを喜び、私が表彰され
たことを誇りに思いました。
この 4 月 2 日は、成績が発表される日で、私は上
の段階へいけると思います。4 月 2 日は入学の日
です。学校の 2014-2015 年度は 6 月 2 日に始まり
ますので、
それまで夏休みを楽しもうと思います。
でも、わたしのお母さんとお父さんはずっと家に
いるわけではないので、夏の間中とおして家にい
なければなりません。それは退屈でかもしれませ
んが、たくさんの妹・弟がいるので楽しくなると
期待しています。
さて、これで手紙は終わりにしで、またダンスを
しようと思います。奨学金を本当にありがとうご
ざいます。あしながおじさんの人生にさらなるご
加護がありますように。私のような貧しい家族の
貧しい子供を手助けすることに、疲れてしまいま
せんように。お元気で、良い夏を！
アルバレズ ケルシー マリー

