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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国 歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話            野浪 正毅君

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

先週の記録 

会長挨拶       副会長   社本 太郎君 

本日は設営のご協力、大変ご苦労様でした。 

ロータリーの森については、早川さんに色々生い

立ちを含めて卓話をお願いしていますので、私か

らは今世間を騒がせている「てるみくらぶ」につ

いての、少し私の感想を話したいと思います。

たしか今から 16 年前に出来た旅行会社だと思い
ます。

あの当時は航空機が大型で常に航空座席が余って

いた時代です。

その余った航空券を安く仕入れ、ネットですぐ販

売する。時代に合った当時は斬新な戦略で順調に

売上を伸ばした会社でしたが、社会情勢も変わり

航空機は小型化、航空券の直販が多くなる、訪日

外国人の影響で海外からも席が埋まる。そんな理

由から航空券の仕入れが困難になり、赤字ツアー

も開催せざる得ない等苦しい経営が続いていまし

た。やっと最近になりシニア向けに新聞広告にシ

フトし巻き返しを図った様ですが、コストはすぐ

かかりますが、利益はすぐ上がらず、結局破産と

２０１７年４月７日（金）２３１８回（４月第１例会） 

なってしまいました。教訓として、粉飾決算や、

赤字商品では、経営は上手くいきません。

現在、近い将来を見据え、経営の舵取りをしない

といけない。

そんな事をつくづく考えさせられたニュースでし

た。

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

お知らせ 

＊4月のロータリーレートは1＄ 116円です。 

次週予告 

＊4月7日 卓話  野浪 正毅君  

理事役員会 11時 30分 若草  

◎例会変更のお知らせ 

江 南 ４月１３日（木）４月１３日（木）１２：３０ 

   ＲＣ 職場例会の為 三菱重工 

名 古 屋 清須 ４月１８日（火）４月１８日（火） 

   ＲＣ 夜間例会の為 

名 古 屋 守山 ４月１９日（水） 

   ＲＣ 家族会の為未定 

岩 倉 ４月１８日（火）４月２０日（木）１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 曼陀羅寺 

名 古 屋 大須 ４月１3日（木）４月１6日（日） 

   ＲＣ 家族会の為 伊賀の里 

名 古 屋 東 ４月１7日（月）４月１７日（月）１８:００ 

   ＲＣ 夫人懇親会の為 大名古屋ビルヂング 

名古屋アイリス ４月１9日（水）４月１９日（木） 

   ＲＣ 夜間例会の為グランコート名古屋 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎ビジター紹介   会長   伊藤 純君

○名古屋空港ＲＣ  太田 武彦君 

○瀬戸ＲＣ     鈴木 光彦君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 58 名 欠席 26名 出席率 55.2% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.6% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日の設営ご苦労様です。   伊藤  純君

○花見できず残念でした。    近藤 太門君

○ロータリーの森例会が雨になりました。

                古屋 義夫君

○残念、桜。          加藤久仁明君

○トライアスロン用の自転車を新しく購入しまし

た。今年も頑張ります。     藤川 誠二君

○あいにくの天気ですが花見が楽しみです。

                和田 了司君

○花見、残念。         山田  治君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○サンライズ谷汲の杜、ハートピア可児の杜、サ

ンライズ可児の杜、3 施設が竣工しました。平成
28年度は大変良い年でした。来年度もこうありた
いと願っています。感謝。    小川  長君

○女房、無事退院しました。感謝。青山 博徳君

○ロータリーの森例会、雨で残念でした。

松尾 隆徳君  下田 育雄君  近藤 秀樹君

風岡 保広君  大畑 一久君  名畑  豊君

川瀬 治通君  大原 泰昭君  杤本 正樹君

社本 太郎君  屋嘉比良夫君  宅間 秀順君

蓮野 美廣君  貴田 永克君  成瀬 浩康君

小柳出和文君  清水  勲君  岡嶋 良樹君

梅村  守君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

ライラセミナー報告書 

西 さくらさん 

YLAセミナーを受講して、2日間というとても短
い時間の中で初対面の同じ年代同士グループディ

スカッションをしてとても内容の濃い話ができ、

さらに受講生全員の前で発表するという 1つの目
標に向かうことで素晴らしい仲間をつくることが

出来ました。

今回のセミナーのテーマは「4 つのテスト（The 
four-Way Test）とリーダー」というもので、テー
マの中で何を話し合うのか、どうやって発表する

のかも自分たちの自由にしていいとのことでした。

セミナー全体で高校生 3 チーム・大学生 1 チー
ム・社会人 2チームに分かれ、自分は大学生チー
ムのリーダーとして活動しましたが、まず何を話

していくべきか、話の流れをどうやって持ってい

くのかまったくわからない状態からスタートしま

した。もちろん私だけではなく、同じグループの

みんなも何から話していいのか…言葉が全員でま

せんでした。まず話し合うテーマが抽象的なので

具体的なものを自分たちで考えるところから始め

ました。そして自分たちなりのリーダー像を作り

上げていくことにしました。一言で‘リーダー’

と言っても、このような話し合いでの司会進行役

のようなリーダー・学校の先生・会社の社長とい

ったように何個も例があがってきました。その次

からは会話が弾み、そのような人たちの共通点や、

最終的には良いリーダーとはどのような素質を持

った人かを簡潔にまとめることが出来ました。

さて、今回のテーマである「4 つのテストとリー
ダー」である『4 つのテスト』とはどのようなこ
とかという疑問がでてきました。そこでようやく

今回の話し合いの本質を考えるまでに至りました。

ちなみに先ほどの話題で約 2時間を使ってしまい、
これから残り 7時間ほどで発表といったタイムリ
ミットが迫ってきたため焦り始めてきます。

そして 4つのテストのうち ①真実かどうか②み
んなに公平か といったテストについての解釈で

複数の意見がぶつかり前に進むことが困難な状態

に陥りました。しかし、小さなグループにするこ

とでみんなの意見をしっかり把握することや、チ

ームの引率をしてくださるヤングカウンセラーの

方たちの助言も参考にしながら、最後はみんなの

団結力により先ほど話し合った良いリーダーの素

質というところと結びつけることができました。

さらに、“もしも 4 つのテストができないときに
は、できないなりにどうするか”というプラスア

ルファのことまで話し合い、模造紙にまとめて、

日常的な具体例や高校生でもわかりやすい言葉に

置き換えるなどの配慮もして、グループディスカ

ッションで話し合ったすべてを 10 分に凝縮して
話すことができました。

この RYLA セミナーで私たちが話し合ったこと
やほかのグループの人たちが考えた発表は、きっ

と学校ではやることのない内容のことばかりでし

ょう。しかし私は未来へのリーダーとして、話し

合ったことをもとに、良いリーダーとは何かとい

うことを追究し実際に行動に移していきたいです。

最後になりましたが、このような機会を与えて 

くださりありがとうございました。



第４次奨学生への奨学金の支給（８名） 

先回のセブ島訪問時に、奨学生が授業中であり、

奨学金を渡すことができませんでした。セブロー

タリーの御田さんが、後日（３月２５日）に中学

校を訪問されて、直接奨学生に渡していただきま

した。写真左が御田さん、中央は奨学生、右が中

学校の校長先生です。御田さんありがとうござい

ました。今後もセブロータリーのご協力の下で、

あしながおじさんの事業が継続されます。 

（第５次の奨学生の氏名とあしながおじさんの

ご紹介をします。）

奨学生にはあしながおじさんより半年に５０００

ペソ計２００００ペソが給付されます。奨学生か

らは手紙・写真で報告をしてもらいます。

手紙・写真はこれまで通りを順次ウイークリーに

掲載させていただきます。またこれまであしなが

おじさんは匿名となっておりましたが、今年時は



奨学生との距離を短くするため公開とします。


