２０１９年３月２２日（金） 晴

第１４８７回例会

ロータリークラブでも開会時に
はロータリーソングが歌われま
す。その発端は 1907 年、ポールハ
リスがシカゴ RC の第３代目の会
長を務めいた時のことです。意見
会長挨拶
の衝突によりクラブ内が険悪な状
況になった時に、親睦委員長のイ
リアム ネムが流行歌を例会で歌
うようにしたところ、クラブの団
結が蘇りました。それから例会で
の合唱がこのロータリークラブの
伝統になったということです。
日本では 1920 年創立の東京 RC
がこれを取り入れ、英語でロータ
リーソングを歌っていたそうで
春分の日が過ぎ、太陽の出てい す。しかし日本語の歌を求める声
る時間が、毎日 1 分位ずつ長くな が高まり、昭和 10 年に「奉仕の理
想」や「我らの生業」が作られ、
っています。
３月は、卒業式や会社の転勤等、 太平洋戦争中からは「君が代」の
別れの季節です。私の小学校、中 斉唱も始まりました。そして日本
学校の卒業式では「仰げば尊し」 が国際ロータリーに復帰した昭和
を歌い、
「蛍の光」のメロディに送 26 年「手に手つないで」が公募で
られ学校をあとにしました。平成 作曲され、昭和 28 年に「それでこ
に入ってからは、これらの曲は歌 そロータリー」が誕生しました。
このロータリーソングを歌う習
われなくなりました。多分、時代
慣は米国、豪州、カナダなどでは
に合わないということでしょう。
平成の卒業式では「旅立ちの日に」 ありますが、ヨーロッパや南米、
という曲が歌われることが多いそ アジアではないそうです。
いずれにせよ、歌の持つ力は大
うです。この歌は 1988 年に埼玉県
秩父市の中学校校長の小嶋登先生 きく、心を一つにするきっかけを
が作詞し、音楽の坂本浩美先生が 作り出します。これからも長く歌
作曲しました。当時荒れていたそ い継がれる、新しいロータリーソ
の中学校を歌声の響く学校にしよ ングが出てくると良いですね。
幹事報告
うと校長が合唱の機会を増やした
ところ、校内が次第に落ち着いて
きたそうです。そして生まれたの ・地区大会の記録誌がルームにあ
が「旅立ちの日に」という曲でし ります
た。卒業生を送る会で歌ったとこ ・明日は静岡第 5 グループのＩＭ
ろ全国に広まり、今では卒業式で です。受け付けは 13 時からです。
・3 月 29 日は休会です。
よく歌われるようになりました。

司 会：内山義之 会場監督補佐
点 鐘：鬼頭秀行 会長
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
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・次の例会は 4 月 5 日、安間ガバナ
ーエレクトの卓話です。

委員会報告
☆峰野好正 出席委員長
4 月の第 1 例会も 100％出席にな
るようにご協力ください。

スマイル
♪鬼頭秀行さん・川合弘高さん
本日はファイヤーサイドミーテ
ィングの発表です。今年度のクラブ
運営についての反省と今後のクラ
ブの発展のために厳しいご意見を
頂きたいと思います。

ファイヤーサイド発表

進行：齋藤 高子
公共イメージ向上委員長

議 題
① 今年度のクラブ運営について
② 会員増強について
③ クラブ事業基金の活用
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
≪3 月 5 日（火）≫ 出席 8 名
議長・発表 上村計介さん
① 戦略委員会の提言に則り、
でき
るだけのことをしてほしい。
② 全会員が一人ずつ紹介する
③ 委員会活動費に充てる。
④ ゲスト講師の謝礼を増やす
会員の事業参加費を減らす。

≪3 月 6 日（水）≫ 出席 5 名
議長 川井啓介さん
発表 鈴木邦介さん
① 例会の在り方、新しい考えが浮
かばない。
会長の話はよいが大きな声で
② 若い人や女性を増やす
企業との関係を密にする
③ 記念例会の在り方を話し合う
スマイルを増やし使う金額を
増やす
外国人の定住、子どもの教育支
援など社会にアピールする事
業を行う

≪3 月 7 日（木）≫ 出席 10 名
議長 河村基夫さん
発表 内山義之さん
① 出席率が低い→食事がもった
いない。ゲストに申し訳ない。
もっとくだけた例会があって
もよい
新会員が委員会の仕事を理解
していない
② 女性や若い人を誘うのは環境
的に難しい
魅力のあるクラブ環境が必要
「一年に一人勧誘」のような目
標を決める
③ 元々はガバナーを出すための
基金。目標としてガバナー候補
を決めてはどうか
基金を崩して盛大なイベント
を行う

≪3 月 12 日（火）≫ 出席 8 名
議長 長坂伸二さん
発表 木村嘉代子さん
① 他の RC との交流が少ない
理科教室ができなくて残念
会員同士の親密化を深める
新入会員とのジェネレーショ
ンギャップを埋める
卓話のゲストを皆で考える
② 辞める時はきちんと挨拶して
やめるべき
③ クラブの懇親を深めるために
使う

会員の意識改革
お互いを尊重し合うという点
で「親睦」は重要
委員会の数を減らし、組織を簡
略化する
② クラブ会員の 2 世を勧誘する
ことを考える
ロータリーに対するハードル
をさげる
会員増強に対する意識が低い
③ 特別企画の講演会/コンサート
小中学生を対象とした事業

≪3 月 19 日（火）≫ 出席 6 名
議長 妻鹿政光さん
発表 中島勝さん
① かたるべの開催をふやす
面白い例会をやってほしい
威厳のある組織に
困った時に助けてくれる会に
② 新しい意見を受け入れる体制
ない業種の充填。同業種はやめ
てほしい
③ 記念事業などで使う

≪総評≫鬼頭秀行会長
・眞瀬エレクトとも相談して事業を
考えて行きたいと思います。
≪出席報告≫
中島 勝 出席委員

≪3 月 13 日（水）≫ 出席 4 名
議長 竹山英夫さん
発表 中村幸浩さん
① ジェネレーションギャップも
あり、自由度が少ない

会員数
５０名
出席者数
３１名
出席算定会員数
４４名
出席率
７０.４５％
前々回出席者
前々回出席率

３４名
７５．５６％

