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峰前会長より吉田会長へ認証状が伝達されました。

会 長 挨 拶

ロータリー活動に
積極的に参加し輝こう
2014-2015年度

会長

吉 田 忠 彦

会長就任にあたり，一言ご挨拶させていただきます。
創立56年目を迎えた阿南ロータリークラブは，先輩各位の努力の積
み重ねがあり，いろいろな地域への取り組みが続いています。その１
つが今年27回目を迎える小学生一輪車大会です。毎年250人余の児童
と引率の先生や保護者が参加し，阿南工業高校インターアクトクラブ
の協力を得，また，阿南那賀保護司会の後援をいただき，阿南市教委
や徳島新聞社・四国放送テレビ・ＮＨＫテレビ・ケーブルテレビ等の
協賛を得るようになってきました。我がロータリークラブのメンバー
も毎年検討を重ね次年度の運営に生かせるよう努力しています。
さて，「ロー夕リークラブに入会していなかったら知り合えること
のない，すばらしい人生観や職業理念を持っている会員と家族のよう
な付き合いができて，非常に良かった。」
このような気持ちはロータリ
アンの誰もが経験すべきことだと思います。我が阿南ロータリークラ
ブのメンバーは県南で活躍している素晴らしい人ばかりです。付き合
えば付き合うほど知れば知るほどその人の輝きに気づき自分の身にな
ることも多いと思います。そのためには，通常例会はもちちんですが，
地区大会やＩＭ等の行事
や親睦旅行や夜間例会等
ゆっくりと話し合える機
会を大いに活用してほし
いものです。
この１年ロータリー活
動に積極的に参加し，み
んなが輝けるよう御協力
よろしくお願いします。
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退 任 挨 拶

光 陰 矢 の 如し
2013-2014年度

会長

峰

敏 勝

言い尽くされた言葉ではありますが、終わってみると長いよ
うで短く楽しい一年でした。会員皆様のご協力のお陰で恙なく
大役を果たせ田村幹事と共に皆様に心よりお礼申し上げます。
こんにちは Sack And Ian I’
m Toshikatsu Mine president
of Anan Rotary Club.
Welcome to Japan.
アメリカ ニュージャジーから来られた短期交換留学生２名
2013.７.１ 短期交換留学生
を迎えて英語の先生に教えてもらった、たどたどしいスピーチ
で始まった淡島でのウエルカムパーティーが今年度の行事のスタートでした。いま思い返しても、冷や
汗の出る挨拶でありました。
今年度はクラブ創立55周年の記念すべき年でした。記念事業は「過去の先例に見習え」との声があり
ましたが、
「自分のカラーを出しなよ」との声も多く頂きまして、会員中心の記念誌発行を今年のメイン
に掲げました。
素晴らしい会員の方々の、生き方、こころざし、家族、趣味など熱い思いを投稿して頂き、メンバー
全員に知って貰いたい一心で藤崎実行委員長をはじめ皆様のご協力により、玉稿の記念誌が完成しまし
た。５月27日には予定通りご家族をはじめ、クラブに縁のある方々をお招きして盛大な記念誌出版パー
ティーが開催されました。田村幹事の絶妙な司会ぶりに、笑いの絶えない一夜となりました。その素晴
らしい記念誌は後日、四国のロータリークラブにも配布させて頂きました。
皆様と行った親睦旅行も伊島散策、北海道、丹後への蟹料理、花見例会など楽しい思い出ばかりです。
その中でも池田町の山間で育った自分にとって北海道の広さや食べ物の美味しさは、また格別なもので
ありました。特に田村幹事とのラーメンのハシゴは楽しい思い出となりました。
皆様この一年間ご協力ありがとうございました。

初秋や見渡すかぎり北海道
珍獣に見られる秋や旭山

敏勝

2013.10.15 関ガバナー公式訪問

2014.５. 27 創立55周年記念誌 出版パーティー

2013.９. 21 親睦旅行（北海道）
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2013-2014 年度

テーマ

家庭集会
5 12
（月）

開始時間：18：30〜（雨天強風の中）

クラブ及び次年度に要望したい事

会場：兼松会員宅

出席者：阿井会員・海原会員・三谷会員・田中公弘会員・久米会員・神原会員・兼松会員・大津会員

家庭集会のテーマは「クラブ及び次年度に対する要望したい事」について話がスタートしました。
１．この頃は何年間、国際大会に出席していないのでいける所があれば出席する方向で？
年次大会（地区大会）に若い人の出席者が少ないから、５年未満の人は出席義務にしてみては
どうか？（参加すると多くのメリットがあるし、研修から親睦を兼ねて）
この頃参加者が非常に少なくなり、いつも同じ人しか行っていない事。
２．会員増強で、もうひと頑張りで目標の50名を超えて、そしてロータリーの運営をよくする為に
55名をめざしてメンバーが一丸となって努力する。
３．夜間例会を親睦をかねて増やして欲しい。
４．社会奉仕委員会の四国お遍路さんへのお接待（今年は四国八十八ヶ所霊場開創1200年）をやる
事、３年ぶりに太龍寺か平等寺で今年はやりたい。
５．故石澤さんの跡を継いで、真向法を体験してもらいたい。
６．姉妹クラブを持ったらどうか？国外国内に他のクラブは、持っているクラブが多いから。

5 13
（火）

開始時間：18：30〜21：00

会場：大久保会員宅

出席者：中川会員・品川会員・大久保会員・田村会員・荒谷会員・河内会員

１．家庭集会を見直す時期に来ているのでは。
親睦を深めるとか、日頃言えない事が言えるという面では良いが、家庭の負担が大きく、家庭の
事情で受け持ちとか内容に、公平でない面もでてきているように思われます。代わりに日帰り旅
行でも良いのでは。
２．昔は出席について厳しかった。無届け４回で失格になった事もあった。現在、全く出席してい
ない人もおり、出席率は低下している。推薦者が出席を促すとか、出席委員が出席率の向上に連
絡体制を強化するなど、なんらかのアクションをとる必要がある。
３．ニコニコの件数が減ってきているように思われるので、皆様にご協力をお願いしたらと思います。
４．阿南工業高校インターアクトクラブは毎年、部員の確保に苦労し、活動もあまり活発にされて
いないように思われます。この背景には、ほとんど男子生徒でインターアクトクラブに興味を持
たれていないのが現状の様に思われます。県内では徳島商業高校が一番活発的に活動されていま
す。これも女子生徒が多いというのが背景にあると思われます。阿南工業と新野高校の合併が検
討されている中、今から議論を重ね、継続するか、他の高校に移すかを検討する余地があるので
はないでしょうか。
５．卓話時の眠気防止に、食後のコーヒーを卓話時にサービスするとか、コーヒーの量をふやして
はどうでしょうか。また、食べきれないほどの食事の量が出される時もあります。量（品数）を
減らして年会費を下げてはという意見もありました。
６．ロータリアンのあるべき姿についても、活発に議論されました。
奉仕のあり方（ライオンズとの比較）、海外への送金より地域密着に、一般に知られるような
広報活動、など。
卓話の中に、ロータリアンの目指すところのような勉強会もほしい。
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5 14

5 15

開始時間：18：30〜
会場：峰会員会社

（水）

（木）

開始時間：18：30〜
会場：庄野会員宅（山茂）
出席者：庄野会員・若木会員・田村会員

出席者：峰会員・岸会員・若木会員

藤井会員・林会員・高井会員

横手会員・田村会員・西田会員

大津会員・山田会員・清原会員

■ロータリーは楽しいですか？と問われ、
・阿南ロータリーの目指すものを明確にするた
めの勉強会を実施。
・我がクラブの親睦は充実しているが、地区大
会・IM等への2670地区行事への参加を心が
けるべきである。
・一輪車大会をはじめ、毎年恒例の行事のみと
なっている。
■単年度なのだから、新しいイベントにチャレ
ンジしてみれば？
・時代の流れとともに、変われるものと、変わ
れないものがある。
■阿南ロータリーのあるべき姿を考えていこう
・例会への参加義務
・私たちも勉強（求めるばかりで なく）
■自社の活力を見出すために朝礼をしていますか？
■例会運営注意点
・卓話者の話を聞いた後、拍手が少ない…。
・出欠の連絡を必ずしましょう。
■クラブ運営への要望点
・会費を下げれないか？（10万円でおつりがも
らえるくらいに）
・周年事業へ繰越をきちんと使うべき（自分達
のために使おう）
・例会食のあと、毎回コーヒー（デミタスでな
く）が、飲みたい。

守野会員

・例会時の服装について、雰囲気でなんとなくは
分かりますが，今年度はこれでいきましょうと
明確に会長が行ってくださるとありがたい。
・地区大会について、最近なんだか行った人だけ
がそんなような気がする。これではますます参
加者が減ってしまうのでは。
・入会してしばらくの間は例会に行くのが苦痛で、
正直「なんでお金を出してまでこんな会に来な
ければいけないのだろう」と思ったこともあっ
た。10年たった今は火曜日になると自然と足が
向かうようになりました。例会以外の地区大会
やIMなどに参加したほうがよいと思う。
・他クラブの中には家庭集会は親睦委員会ではな
くR情報委員会が勉強会の場として行っている
クラブもあるようです。理想は各家庭にお邪魔
するのがよいと思います。これからますます難
しくなるかもしれません。試験的に最初から会
場を設定して、例えば和食、フランス料理、焼
き鳥と３会場にそれぞれの好みに合せて参加し
てもらうのはどうでしょうか。
以上が主だった意見ですが各会員の本音の意
見が聞けたとても内容のある家庭集会となりま
した。

以上のような内容の話し合いが、行われました。

阿南ロータリークラブ俳句会

平成二十六年 六月

荒谷隆文

藍色の夕べ色濃く七変化

眞治

あでやかな花かんざしや京舞妓

清原

順子

袖よりの風の涼しさしじら着て

河内

浩一

重晴

勇二

哲子

稔

敏勝

久典

鹿山

紫陽花や小花開きて毬となり

久米

持ち古りし夫婦の箸や冷奴

品川

谷川のせせらぎ涼し水の音

鳥海

姫蛍宝石のごと那賀川辺

町田

藤崎

青葉風足取り確か先達僧

峰

少年に帰りたき日々夏帽子

横手

雨あがり雫きらりと七変化

神原

二の腕の白きの眩し更衣
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5 16
（金）

開始時間：18：30〜

会場：吉田会員宅

出席者：鳥海会員・中島会員・森岡会員・吉田会員・六車会員・田中奉子会員

◎今後の家庭集会についての意見が多く出ましたので記します。
１．現在、第2670地区で家庭集会を行っているのは当クラブぐらいではないのかと思う。開催する
意義が無いのでは。やめるのも一つの選択肢だと思う。
２．飲食費用など会員個人や家族の負担が大きいのではと思う。
３．毎回、家庭集会で同じ会員に負担をかけているのではないかと思う。
４．出席人数が間違いなく減少傾向にある。
５．無断欠席が有り、飲食物に費用負担し用意した会員に迷惑を掛けている。
６．前もって会場を提供した会員に何らかの方法で必ず出欠を申告する。
７．会場を決める親睦委員長の負担が大きいと思う。会員
に会場をお願いしても断られる場合が多々あり会場決定
に苦労している。
８．家庭集会を２〜３年休止して状況を確認する。どうし
ても必要と感じたら、再開しても良いのではと思う。
９．家庭集会の代替案として、周年行事に奥様同伴で記念
パーティーを開催する。
◎その他の意見
１．新入会員を積極的に勧誘し入会させましょう。
２．卓話の時は、居眠り・私語は慎みましょう。
３．会員の中に優れた見識をお持ちの方が多々おられるの
で、部外者卓話よりも会員卓話を積極的に行いましょう。

短期交換留学生

阿南工業高校を訪問!
６月30日(月)と７月２日(水)、短期交換留学
生のハリソン君とマイケル君の二人が中殿君
の通う阿南工業高校を訪問しました。
２人とも体育、機械実習、書道、英語の授
業などに積極的に参加し、放課後はインター
アクトクラブの生徒と、中原教頭先生に茶道
の作法を教わりました。
短い期間ではありましたが、阿南工業高校
の生徒達にとっても、貴重な国際交流体験に
なりました。
今回も２日間の受け入れをして頂き、清水
校長先生をはじめ阿南工業高校の皆様、あり
がとうございました。
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2014

7 / 1 短期交換留学生

バナー交換

ウェルカムパーティー
今回は２人の留学生、ハリソン君とマイケル君
を迎え、ウェルカムパーティーを開催しました。
阿南工業 I A C 顧問の土井先生や、昨年度短期留
学した松本君も I A C 部長として参加、日々勉強中
の英語で熱心に通訳をしてくれました。
今回留学する中殿君も家族同伴で参加され、大
いに盛り上がりました。

ハリソン君挨拶

マイケル君挨拶

中殿君挨拶

中殿君ご両親挨拶

松本君による通訳

中原教頭先生より茶道の手ほどき
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峰会長・田村幹事

㈫

最終夜間例会

峰会長挨拶

田村幹事挨拶

お疲れさま
でした!

峰会長から田村幹事に、1 年間の労をねぎらう
言葉と花束が贈られました

吉田次年度会長より「１年間ご苦労様でした」と感謝の言葉がありました

海原副会長の乾杯の音頭で懇親会が始まりました
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阿南ロータリークラブ事務所・例会場

阿南市富岡町トノ町113-3 ホテル石松 内
E-ma i l : anan.rc@topaz.plala.o r.j p

TEL（0884）23-3988 FAX（0884）23-5002
U R L : http: //www.anan-rc.com

