
▼卓話予告

7/5　「所信表明」

　　　　　菅野　茂人　会長

マグロ漁

　次週、一年を省みての会長の卓話

をさせて頂きますが、この一年間皆

様方には大変お世話になりました。

直接私を支えて頂きました執行部の

方々には大変感服し、満足致してお

ります。しかし会員の皆様方に同様ご

満足頂けたかどうか、これは私の責

任で御座います。詳しくは、次週

色々と申し上げさせて頂きます。

　毎年、築地市場における新春初セ

リで、青森県大間産のマグロの落札

価格が、驚く値段でニュースが流れ

ます。買った方は、原価計算では採

算度外視だったのが分かります。

　一方のマグロを釣った漁師は、船の

燃料費、釣れない日を考えると、宝く

じに当たったようなものでは無い様で

す。ある意味、夢のある仕事かもしれ

ませが、大変だと思います。

　青森県大間で、トップレベルの水揚

げを誇る方が、おられます。

　一週間に一本釣れれば万々歳。何

か月も釣れない事もザラと言う、マグ

ロ漁です。

　周りは連れているのに自分だけ釣

れない。二度と釣れないのではない

かと言う恐怖、家族を路頭に迷わせる

不安、等々、そういった感情に押し潰

されそうになりながらも、必死で毎日

マグロを追い続けます。釣れなけれ

ば無一文。釣れればいきなりの大儲

けであります。
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４．　みんなのためになるか　どうか
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「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　　「それでこそロータリー」

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　話

　　　「１年を振り返って」

　　　　　山本　昌市　会長　

　　　　　山陰　恭志　幹事

　　　　　中西　広美　副幹事

▼閉　会　「点　鐘」

▼槌の引継ぎ

 
会 長 の 時 間



　そんな「バクチ」のようなマグロ漁に

おいて大事なことは、一発逆転のよう

なものを期待するのではなく、当たり

前とも思われる、一つひとつの仕事を

きっちり丁寧に行う事。

　日々の技術や道具の改良、しけの

日でも出られるときは、必ず沖に出て

漁をする。出られない時は、船の点検

に精を出す。自然相手だからこそ、自

分の出来る範囲をやり尽くすそうで

す。・・・・・・・・「あらゆることを余念なく

やる事」とおっしゃっておられます。

　そして　、最後に「天命を待つ」こと

になると。

　この場に於いて、私は、「待つ」とい

うより、「待てる」という、余裕ある姿勢

が出来る事が、大切だと思います。

　切羽詰まった状況でも、「あとがな

い」ではなく、「まだある」と余裕を持っ

て臨むことが出来る、待てる時間を如

何に伸ばすかが、大事だと思います。

　これは漁に限らず、何事においても

通じていると思います。

　仕事も、とかく動的な側面、客から

の反応を「待つ」事を忘れると、自己

満足に陥りがちであります。

　つまり時期を待てる、チャンスを見

逃さないという事で、感情の気分より、

冷静な知性であり、これは事を成し遂

げる極意ではないでしょうか。

　「学（まなぶ）には「待つ」をいう」と言

う言葉があります。

　教える人が立ち止まれば、学ぶ人

はそれに追いつこうと努力する、と言

う事です。

　だから歴史上の故人なども、止まっ

たままですから、、目標にしやすいと

言えます。

　待っていてくれる人々のおかげで、

私達は、道を失わないのであります。

　一本の電話、一本のメール、一件の

打ち合わせ、どんな仕事でも一つひ

とつの仕事をきっちりと積み重ねて、

「天命を待てる事」が成功への一番の

近道ではないでしょうか。

▼残り2週となりましたが、本日の幹

事報告はございません。なお、次

年度親睦活動委員会からですが、

7月12日の初親睦会には多数のご

参加をよろしくお願いいたします。

また、ご夫人のご参加も歓迎です。

▼青少年奉仕委員会・

　　　吉田　法功　委員長

　先週水曜日に、こども食堂へ見

学に行ってきました。ご参加いただ

いた皆様、ありがとうございました。

▼今西　敦之　会員

　沖縄の石垣島へ行くことになり、

移籍願いを提出し理事会でご承認

いただきました。

　現地で事業を展開しております

が、まだ伸びしろがあるので活動し

たいと考えています。

　先方の石垣島RCは創立58周年、

会員40名で

活発に活動

されていま

す。

　八尾RCに

は15年あまりお世話になり、いろい

ろなことを学ばせていただきました。

こちらにはまだ本社が残りますので、

時には近況報告などさせていただ

ければ、と考えております。皆様と

の再会を楽しみにしております。

▼澁谷　登志和　会員

　長らくお休みさせていただき、す

みませんでした。これからまた出席

しますので、よろしくお願いいたし

ます。

「活動報告」

▼クラブ管理運営委員会・

　　　田中　康正　副会長

　先日は、クラブからこども食堂に

寄付をいただき、ありがとうございま

した。運営は、当初描いた青写真

のようにすべてがいくわけではあり

ませんが、だんだんと支援が必要

な子どもも来てくれるようになってき

ています。

　現在は子ども20～30名が参加し

ています。ご寄付も有効に活用さ

せていただきたいと思いますので、

引き続きご支援をよろしくお願いい

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告

卓 　 　 　 話



たします。

　さて、八尾ＲＣに入会して13年、

今年度はこのような大役をいただき

不安でしたが、皆様のご支援をい

ただきありがとうございました。

　幹事が会長の嫁なら、副会長は

姑か、などと立ち位置を考えながら

やってきました。荒波にもまれなが

らも、何とかやってくることができま

した。

　また会員増強については、火付

け役の役目ができなかったと反省

しております。八尾ＲＣにふさわし

い人材が必ずいるはずですので、

増強が他人事にならぬよう、本気

で考えていかねばならないと思い

ます。

　一年間ありがとうございました。

▼会員増強委員会・

　　　山田　博義　委員長

　今年度は４名が入会されたほか、

１名がほぼ確定、さらにもう２名とお

話を進めさせていただいている状

況です。

　当初計画した６名入会の約束は

かなわなかったのですが、声をお

かけしている方々は責任をもってフ

ォローし、入会につなげようと思っ

ています。

　増強に関しては「この人は」と思う

人がいれば、時間をかけて説得す

ることも時には大切だと感じました。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

　クラブのしきたりで前年度会長が

親睦委員長を務めさせていただき

ました。

　新入会員の歓迎会を兼ねて委員

会を開催するなどしました。

　初親睦会は室生寺を訪問、9月

3、4日には秋の親睦旅行で越中八

尾RCを訪問、風の盆を見学させて

いただきました。

　12月14日は、忘年家族会を本町

のセントレジスホテルで開催しまし

た。

　このほか春の親睦旅行を計画し

ていたのですが、それまでの３回で

参加者が多く、残り予算が少なくな

ったのと、親睦の目的は達成でき

たのではないかとの判断で、中止

させていただきました。

　一年間ありがとうございました。

▼出席委員会・

　　　野村　俊隆　委員長

　先週は100％を目指す例会を開

催させていただきました。

　また次週には、皆様の一年間の

出席率を配布させていただきます。

　また、インターネットでできるメー

クアップ先も紹介しました。

　委員長を拝命し、定款で出席の

項目を熟読しました。また一つ、勉

強させていただいたと感じています。

　次年度も地区へ出て、勉強させ

ていただこうと考えております。

▼プログラム委員会・

　　　児林　秀一　委員長

　今年度は、前半は近隣クラブと交

換卓話を行いました。他クラブから

の卓話者を招くとともに、当クラブ

からも卓話者を派遣しました。

　このほか各奉仕部門で、委員長

を中心に卓話をしていただきました。

一年間皆様のご協力をいただき、

ありがとうございました。

▼クラブ研修委員会・

　　　宇野　泰正　委員長

　10月には新会員のオリエンテー

ションを開催し、居相・佐野会員に

お話ししていただきました。

　11月はオ・セイリュウで松本・井川

会員に講演していただきました。

　さらに4月26日の研修会では、中

西（啓）・居相会員に講演していた

だきました。それぞれ皆さんに役立

つ、意義のあるものではなかったか

と思います。

　またロータリーカフェを例会後に

数回、開催しました。

　一年間ありがとうございました。

▼クラブ広報委員会・

　　　小谷　逸朗　委員長

　一年間ありがとうございました。

　「ロータリーの友」の活用では、委

員会メンバーと新入会員にご協力

いただき、記事の紹介を行いました。

勉強にもなったと思います。

　また会員名簿を、５年ぶりに発行

しました。

　ホームページも更新しました。

　最後にMy Rotaryですが、残念な

がら当クラブの登録者数は、11名

にとどまりました。ようやく全国平均

並み、といったレベルです。

　次年度は柏木委員長、よろしくお

願いいたします。

　



▼山本会長　対岸が見えてき

ました。最終週よろしくお願い

申し上げます。

▼田中副会長　本日、クラブ管

理運営委員会一同の卓話、宜

しくお願いします。宮川会員、

先日、ありがとうございました。

▼山陰幹事　澁谷さん復帰お

めでとうございます。

▼松本会員　毎日元気にやっ

ております。

▼佐野会員　ヒ孫８才、英検準

２級合格。ビックリ仰天です。

▼居相会員　幡田会員写真あ

りがとう。37年前月ヶ瀬ＣＣ理事

長優勝の折、記念植樹した写

真撮影ありがとうございました。

▼池尻会員　今西さん元気で

頑張って下さい。

▼寺坂会員　来週の今年度最

終例会ニコニコ最後の追い込

みに御協力お願い致します。

▼村本会員　飯田さんクラブ協

議会への代理出席ありがとうご

ざいました。例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　良い事が有

りますように。

▼菅野会員　澁谷会員お久し

ぶりです。“けが”の方は大丈

夫ですか？

▼今西会員　感謝。

▼宇野会員　クラブ研修委員

長として一年ありがとうございま

した。

▼川田会員　澁谷さん、ご復活

おめでとうございます！！

▼山田会員　本日卓話よろしく

お願いします。

▼津田会員　例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　お久ぶりです。や

っと普通になりました。

▼吉田会員　先週水曜日子供

食堂見学いってきました。当ク

ラブから、会長・幹事・中川会

員・児林会員・稲田会員・野村

会員・福田会員・菅野エレクト

に参加していただきました。

▼濵岡会員　今年度のニコニ

コ目標かなりきびしくなりました。

最終例会で皆様の御協力期待

しております。

▼小谷会員　１０キロやせまし

た。あと１０キロやせます。

▼藤田会員　親睦委員会お疲

れ様でした。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

6/7

6/14

6/21

会員数

58

58

58

出席

39

47

43

（内出席規定適用免除者）

6

8

7

メークアップ

0

出席率

75.00％

87.04％

81.13％

確定出席率

75.00％

ニ　コ　ニ　コ　箱

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

新旧合同
理事会

新旧合同
クラブ協議会

本年度
最終例会

国際大会
（アトランタ）～14(水)

ロータリー
親睦活動月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

月
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