①理事会
本日、例会終了後13：40〜

定例理事役員会を

開催します。
ご関係の方は、
3階「末広の間」にご参集ください。
②地区大会
10月16日
（日）は、
サンビームやないにおきまして地
区大会が開催されます。
これからの課題は、それ以外の対外的な活動で
あろうと思います。
地域医療あるいは介護分野にかかわる職場訪
問例会、インターアクト・クラブの活性化、
RCCの青少年健全育成活動への取組み、ロータ

今月お誕生日をお迎えの方をご紹介します。
中本 昭文 会員 昭和 8 年10月 8日 78歳
吉永 孝正 会員 昭和33年10月10日 53歳
二村 一弘 会員 昭和45年10月 7日 41歳
おめでとうございます。

リー財団「未来の夢計画」の補助対象事業の検

職業奉仕担当

次回10/17（月）の例会は、
グループ７ 久笠（くが
さ）
ガバナー補佐がお越しになります。クラブ統一

項であろうと思います。

また、例会終了後にクラブ協議会が開催されます。
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ロータリークラブ 職業奉仕
自らの企業や専門職に関しての知識や技術を
活用し社会に貢献する。 例会、勉強会、そして

田村ガバナーは、認知症の支援を地区運営方

奉仕活動等に積極的に参加する事を通じて互い

針の一つにされておりますので、奉仕プロジェ

に学びあう。 学んだ事やその精神を自らの職業

クト委員会で、認知症に関連する職場訪問例会

において実践する。

を検討していただければと思っております。11

★大藤 良治さん

1. クラブが行う職業奉仕の実践

月14日は「呆け老人を支える会」の村上会長の

★有田 晴好さん

職業倫理を学ぶ

卓話を予定しており、これらの計画を前提に、

★中本 昭文さん

・職場訪問（顧客へ満足感、安心感への取り 組

ガバナー公式訪問におけるクラブフォーラムの

★近藤 英昭さん

議題を検討したいと考えております。

★永井 勝康さん

次に東日本大震災復興支援についてですが、

★松浦 光男さん

支援方法については色々な議論が行われている

★中井 克洋さん

ようです。この支援方法につきましては、親ク

★梶田

ラブであります広島西南ロータリークラブと歩

★佐伯 敬男さん

できるよう検討したいと考えております。

滋さん

★永井 勝康さん
★河内 正晴さん
★大藤 良治さん

20名の会員に参加していただきました。当日は、
本年度の事業計画の進捗状況をテーマに開催し
た、第2回クラブ協議会の議事録を配布し、自

★藤木

寛さん

★澤井

誠さん

★山根 達則さん

由な意見交換を行いました。

みを学ぶ）
・ボランティア活動を通じて自己研鑽する・地
域の担い手を育てる ・優良従業員表彰
新資本主義の台頭
・自らは資本を持たない疑似資本家の出現
・投資ファンドの暗躍
レバレッジなどの技法を使って、オイル、穀
物、不動産などあらゆる分野に先物投資。世
界中のほとんどの投資銀行や証券会社がこれ
に加わる
・M&Aによる企業乗っ取り
虚業と実業の違い
・虚業

★久保田幸恵さん

お手元にあります議事録を見ていただきたい

★太田 泰宏さん

のですが、クラブ内部にかかわる事業につきま
しては、ほぼ順調に計画が遂行されていると思
掃活動は順調に計画が遂行されておりますが、

「職業奉仕月間に因んで」

③クラブ協議会

のネクタイをご着用ください。

マに、インフォーマル・ミーティングを開催し、

います。また、御手洗川における桜の植樹・清

よろしくお願いします。

討、このようなことがこれから取り組むべき事

調を揃え、被災地に直接的な支援を行うことが
先週、9月30日（金）にクラブ活性化をテー

参加者に詳細を配布しておりますので、
ご出席を

2011学年度米山奨学生 呉曉麗さんに
梶田会長よりお渡しました。

疑似投資家による金儲けの手段
会社乗っ取りのためのM&A

・実業

職業を通じて社会に貢献奉仕

★松野 正信さん

会社・従業員・顧客の利益のため

★清水 理也さん

虚業的投資会社・職業倫理感の低下
市場の原理に任せ、倫理感による規

というマネージメントが必要となるのでしょう。

制を排除すれば、拝金思想に満ちた新資本主義

そこでまずＲＣの目的は何でしょうか。それは「超

に陥る

我の奉仕」であり、
具体的にはクラブ奉仕、
職業奉仕、

職業奉仕理念の衰退の危機

社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕の５つがあげられ

2. みのりあるボランティアとは

ています。

ボランティア活動では、実際に体を動かして
プロジェクトに参加することにより、自分の

次にその目的を達成するために価値観を共有す

知識や経験を地域に還元することができる。

るためにはどうすればよいでしょうか。そもそもＲＣの

このような｢超我の奉仕｣の実践が、世界理解、

価値観は、奉仕、親睦、多様性、高潔性、
リーダーシッ

親善、平和の増進につながる。

プの５つがあげられています。そしてその価値観を
全会員が共有すること、つまりいつも全会員がリーダー

「ロータリーのリーダーシップ」

3. 職業倫理感を持ち続ける事が我々の使命

中

シップをとり、
いつかは会長になってもよいようにして
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会社の社長と違い、
ロータリークラブ
（ＲＣ）の会長
は毎年かわるのが原則となっています。
また会社と従業員との間には指揮命令関係があ
①クラブ協議会
本日例会終了後

りますが、
ＲＣでは、
会議に出席、
会費納入、
ロータリー
13：40〜3階「末広の間」にお

きまして、
クラブ協議会を開催します。理事・役員・
委員長以外の方もオブザーバーとしてご出席をよ
ろしくお願いいたします。
米山奨学担当 有田晴好 会員

②国際ロータリー年次大会
2012年5月6日にタイの首都バンコクで国際ロータリー
年次大会が開催されます。
ツアーの案内が届いておりますので、参加をお考
えの方は事務局まで問い合わせください。

雑誌を読むという義務があるだけで、
クラブと会員の
間で指揮命令関係はありません。
いいかえると、
会員が誰でもいずれは会長などのリー
ダーになることが予定されていることを意味します。
ところで、
昨今、
会員数の減少ということが問題となっ
ており、
２７１０地区の第６、第７グループでも、
１０年前
は、
１０００人を越えていたのが今は８００人台になっ
ています。
もちろん経済的状況の悪化もその原因でしょうが、
もう一つＲＣが魅力的でなくなったことも原因として
あげられます。
そこでＲＣが魅力的であるためにはどうすればよ
いのでしょうか。
模範解答的には、会員が、委員会など各自の立
場での職責をまっとうしていくことが、
クラブを魅力
的であるようにする秘訣ということになるかもしれま
せん。
しかしそうなるための方法論としてどのようにすれ
ばよいか、
が問題です。
ドラッカー流にいうと、会長、幹事をリーダーとして

今月結婚記念日をお迎えの方をご紹介します。
中本 昭文 会員 記念日 10月6日
永井 勝康 会員 記念日 10月10日
藤木 寛 会員 記念日 10月31日
おめでとうございます。

①目的を示す
②価値観を共有する
③組織をつくる
④人を育てる

おくこと、
が必要とされているのだと思います。
以上が、私の考えるＲＣのリーダーシップです。
なお、田村泰三ガバナーが今度の１０月３１日に訪
問されますが、
そのフォーラムにおいて、入会歴の浅
い人ほど積極的に参加してほしいと希望されていま
す。ぜひ、
そこで価値観を共有していただきたいと思
いますので、
よろしくお願い申し上げます。

心に作用する逸品のコーナー

したが、その後、大作曲家になりました。
ロッキーもスタローンもまさにアメリカンド

このコーナーでは心にプラスに作用する映画

リームを達成したわけですが、1974年がアメリ

や音楽を会員に紹介して頂こうと思っていま

カ建国200周年で、大統領はニクソン大統領が

す。

ウォーターゲート事件でやめたあとのフォード

良い作品に出会え、会員の新しい一面が分か

大統領でした。アメリカはその後、カーター大

るかもしれません。

統領を経て1980年の選挙でレーガン大統領が当
選し、絶頂期を迎えました。

「ロッキー」（日本公開：1977年）
紹介会員名：中井克洋

日本もオイルショックをバネにして逆に国際
競争力を高めていっている時期で、その後の黄
金の80年代を迎える準備段階だったと思います。
まだ高校生だったので社会の実態はわかりま

私の逸品はロッキーです。あらすじは誰でも
ご存じのとおりだと思いますが、フィラデルフィ
アの無名ボクサーのロッキー・バルボアが突然、
ヘビー級世界チャンピオンのアポロ・クリード
から対戦の指名を受けて、悩みながらも鍛えて
いき、対戦では最終ランドまで持ち込んで判定
で負けるものの、多くの観衆の支持を得るに至
スポンサー・クラブ（Sponsor Club）

るというものです。試合の格闘シーンはそれま

特別代表（Special Representative）の所属する

でみたことがないほど迫力があり、最後にロッ

クラブが新クラブのスポンサーとなるのが普通です。

キーとエイドリアンが抱き合うシーンはそのＢ

スポンサー・クラブは次の3つの責務を負っています。
（１）特別代表の文案。実行を多雨家手新クラブの
結成を成功させる。

ＧＭがすばらしいこともあってとても感動的で
した。

（２）新クラブの初期プログラム
（３）ロータリー運動の１単位として発展し始めた新ク

期試験が終わった土曜の午後に朝日会館に観に

国際ロータリー加盟直後の数ヶ月の新クラブを援
助することは極めて重要なものと考えられている。
そこで、
スポンサー・クラブは少なくとも１年間は新
クラブを援助することが強く要請されています。
スポンサー・クラブは慎重に選ばなければならない。

塞感はなく、まじめに努力していればいいこと
があるのだという雰囲気が充満していた時代だっ
たのではないでしょうか。
映画をみたあと、おそらく当時の誰もがそう
だったように、グレーのスウェットの上下を買
い、早起きしてコップに入れた生卵を５つ飲ん
で、町内を走りました。そしてこれもまた当時
の誰もがそうだったように、三日坊主で終わり
ました。そういう意味でも、当時の若者が当時
を懐かしく思い出せる最高の逸品のひとつだと
思います。

ネットで調べると日本公開は昭和52（1977）
年４月ということですが、確か高１の５月の定

ラブの指導。

せんでしたが、アメリカも日本も今のような閉

行ったと思います。男子校で、若い女の子と話

以上

広報からのお知らせ

もしたこともない私には当然、映画を一緒にみ

ふれあいチャンネルで放送された「朴勝恵さんピアノリ

にいってくれる彼女などいるべくもなく、当時、

サイタル」と水保全活動が取り上げられた「美しく活

映画研究会という同好会に入っていた同級生と

気ある廿日市に！広がる清掃活動」の２つの動画を新

行きました。

しくYoutubeに追加しました。スマートフォンなどQRコー

ロッキーはこの第１作ではアポロに負けまし

また、新ロータリー・クラブとして選ばれた限りは円滑

たが、このあとのロッキー２ではチャンピオン

に機能させ必要がある。

になりました。

更に、
クラブ結成に必要な会員数を確保し国際ロー

シルベスター・スタローンもこの映画を作る

タリーに負債がなく釣り合いのとれた奉仕プログラム

まで、ポルノ男優を初めとしていろんな仕事を

を実施しなければなりません。

しながら極貧生活を送っていたものの、この映

それから、創立３年未満の日の浅い新スポンサー・

画の脚本を書き上げて主演し、その大ヒットを

クラブには期間を明確にして一定限度の財政援助

契機として一気にスターになっていきました。

をすることができる。

サントラ音楽もビル・コンティで当時は無名で

ドを読込んで動画を視聴可能な携帯をお持ちの方は
このQRコードを使ってみてください。

「リサイタル」

「水保全」

