
会員数      35 名

欠席会員数     　5 名

出席会員数     30 名

出席率  　85.71％

前々回訂正　　　　 1850 例会

欠席会員 　　　  6 名中

MAKE UP 　　　　　1 名

出席率訂正      83.87％
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賀 新 年謹

「集う。楽しむ。」

令和２年元旦

新年のご挨拶
会長　近藤　朗

例 会 報 告

会 長 挨 拶

みなさん、 こんにちは。 12 月も中旬を過ぎ、 お忙しいことと思いま

す。 そんな中、 11 月下旬の中日新聞で、 「トヨタが 2020 年の賀

詞交換会を行わない」 という記事を読んだのを思い出しました。

トヨタに習ってデンソーやアイシンも行わないとのことです。 記事で

は、 「取引先の負担を軽減するため」 とありました。 私は、 とある

業界団体や、 下請の多い企業の会に少し出席したことがあるだけ

で、 社長が交代すると、 名刺を頂くためにずらっと列ができたり、

代替わりした企業の社長が新任の社長を連れて来て挨拶に回った

りというのを見て、 なるほどそういう効用があるのか、、と感じていた

程度です。 全体的にいうと、 業界団体のそれは続くでしょうが、下

請を集めて、 というのは、 減っていくのではないでしょうか？　IT を

利用して意思伝達し、 会議も、 なるべく少なく短くという流れがあり

ますので、 致し方ないか、、 とも思います。 ただ、 今日は、 「何

故、 今、トヨタが ・ ・ ・ 」 という難しい話ではなく、 「儀式の意味」

について、少し考えてみたいと思います。 私は大学の頃、 弓道部

に属していました。弓の世界では、 「体配 （たいはい）」 というお作

法があります。 弓と矢を持って、 射場に臨み、 射て、 退出するま

での一連の動きについてのルールです。数人でしずしずと入って行

出 席 報 告

みなさん、あけまして、おめでとうございま

す。 本年も、よろしくお願い申し上げます。

今年は、どのような年になるのでしょうか？　

我がクラブとしては、４０周年の年、世間で

は、 オリンピック開催の年です。

昨年末、日本銀行名古屋支店の清水季子

支店長が東海地方の経済の状況を次のように説明していらっしゃい

ました。 「各企業、 生産業、 非生産業に分けで、 その売り上げや

雇用の状況を分析するに、 ２０１９年は、 海外の需要が低迷する中

で、 国内の需要に支えられた。 これは、 当地区としては、 珍しい

ことである。 ２０２０年には、 中国との関係改善等も期待できる。

さらに回復していくのではないか？」 とのことでした。国際的には年

始早々にアメリカに動きがあり、 なかなか、 見通すことは、 難しい

かもしれません。 しかし、 「堅実に積み重ねる中で、 機会を待つ」

ということは、 業の如何を問わず、 求められるところでしょう。

わがクラブも、 これまでの歩みを大切にしながら、 更なる発展を目

指していきたいと思います。 みなさま、 よろしくお願い致します。

◆司　　    会　加島　光君

◆斉　     唱　ＲＳ・ それでこそロータリー

◆ゲ   ス   ト 北図書館・楠図書館　館長　田中　敦司様

◆会長ゲスト　山田　真理子様   　

◆賀詞交換会を行います。
本日の例会 （第１８５３回）１／８ （水）

《職業奉仕月間卓話》

◆スピーカー　国際ロータリ第２７６０地区職業奉仕委員会

　　　　　　　　　委員　香田　研二君

次回の例会 （第１８５４回） １／１５ （水）

第１８５２回例会記録 　 　１２／１８ （水） 曇



私が今年の６月から出向している地区の研修委員会について報告

いたします。 地区にはいろいろな委員会がありますが、私の所属し

ている研修委員会の仕事というのは主に会長エレクトの研修会、そ

して新人研修会などを開催して各ロータリアンが勉強をする機会を

提供することです。 その中でも柱となっているのは次年度の会長、

つまり会長エレクトがしっかりとした知識を持ち、 自信を持てクラブ

運営を行なえるよう手助けをすることを目的としています。

そのためには基本的なことを勉強してもらい、 自身のクラブが他の

クラブと比較してどのような状態なのかを客観的に知ってもらう必要

があります。会長エレクト研修会では２７６０地区の８５ロータリーの会

長エレクトが一堂に集まります。

そして１２～１４人程度のグループに分かれ、それぞれもグループの課

題をみんなで積極的なディスカッションを行います。

私たちの仕事というのは当日の会場設営と各セッションでの話の案

内役、 つまりディスカッションリーダーを行うことになります。

このディスカッションリーダーというのは教える先生ではなく、話の進

行を導くだけの役です。

簡単な説明はしますがあくまでも主役は会長エレクトであり、みんな

でディスカッションすることにより意見を言い合います。

それは決して一つの結論を導き出すものでありません。 この方式を

RLI 方式と呼びます。 そしてそれを円滑に実践するため毎月委員

会が開かれ、 議題の吟味、 そしてその場で模擬訓練を行います。

そして研修会にてディスカッションを積極的に行うようになると同期

の会長と横のつながりができるようになり自然と親交が深まります。

そういう会長同士の親睦も大切な目的です。

この会長エレクト研修は９月に始まり、 １１月、 １月と３回行われます。

そしていよいよ３月にはペッツでガバナーから次年度の方針が示さ

れることになり、私たちの会長エレクトに関する仕事はその年度は終

了となります。各クラブの会長を導くという責任重大ですが、やりがい

も大きい仕事です。これからも逐次ご報告させて頂きます。

地区研修委員会　委員　杉浦　定文君

地 区 委 員 報 告

って、一人一人が集中する、 ポンポンとテンポよく中って帰ってくる

というのが理想です。 しかし、 この体配、 お作法が面倒くさい。

例えば、 矢を 2 本だけ持って入るときと、4 本持っていくときがある

のですが、 2 本のときには、 矢は終始、 手に持ったまま、 他方、

4 本のときは一旦矢を床に置きます。 いちいち違う。 面倒くさい。

因みに、 この 「矢２本」 というのを 「一手 （ひとて）」 と呼ぶことに

なっているのですが、 それも、 この 「持ったまま」 が理由です。

皆さんも、 映画か何かで、 もう１本の矢を、 小指で挟んだまま、 射

る姿を見たことがあるかもしれませんね。このような 「面倒くささ」 で

すが、 その中で、 「なるほど！」 と感じた瞬間がありました。 試合

の際中に、 私の弦が切れたのです。 弓というのは、 弦が切れても、

矢は飛びます。 切れても的中することがあり、 そんなことがあると、

めちゃくちゃ格好いい。 ただ、切れてしまうと、 次の 「射」 の前ま

でに、 張って復旧しなければならない。弓は弦を張ってあるときの

「船の形」 とは反対側に反ってしまっています。 射った私自信は動

揺しますが、 他の選手にそれが及んではいけない。先輩がすかさ

ず寄ってきて、 弓を一旦引き取り、 控えで準備していた予備の弦

を張って、 渡してくれます。 その一連の仕事を、 私の次の 「射」

のときまでにササッと静かに、 何事もなかったかのように進めるわけ

です。 そこで、 「体配」 が本領を発揮します。

体配のおかげで、 弦が切れた本人はもちろん、 それ以外の人の

動揺まで、 最低限に抑えられるのです。

というのは、 「体配」 のお約束により、各選手の動作の順序がキッ

チリ決まっています。 そこで、 その弓道場にいる全員、 すなわち、

敵側の選手や審判役までも含め、「次の射までに、 あと、 どのくら

い時間があるのか？」 について、分かっているからです。

現実に、 弓を張ってくれた先輩の動作が落ち着いていて、 もちろ

ん、 しっかり間に合って、 私はもちろん、チームの皆がホッとしたの

を覚えています。結果の詳細は覚えていませんが、 後で 「バカヤ

ロウ」 と叱られた記憶はないので、まずまずだったのだろうと思いま

す。このように、儀式というのは、一見無意味な取り決めの中に、需要

な意味が含まれているのですね。本日、初めて例会に出席していた

だいた皆様、 歌を歌ったり、 握手をしたりと、 戸惑いもあったと思

いますが、 どうぞ、 長い目でご理解下さい。

幹 事 報 告

１.　本日は北図書館、楠図書館　館長　田中　敦司様をお迎えして

    おります。 会員一　同心より歓迎申し上げます。どうぞごゆっくり

    お寛ぎ下さい。後程、 田中様より近藤会長へ図書寄贈の感謝

    状を贈呈をしていただきます。田中様よろしくお願い致します。

２.　 上半期の会費の払い込みは、 １２月３１日までとなっております。

    よろしくお願い致します。

３.　来る２月２６日 （水） の東名古屋分区 I.M. の出欠票の締め切り

    は本日までとなっております。 ご提出がお済みで無い方は至急

    ご提出下さい。以前同封しました出欠票ですが、事務局のＦＡＸ

    番号が誤っておりました。 ご迷惑をおかけしました。

４. １２月２５日 （水） 及び１月１日 （水） は定款第６条第１節Ｃ項に

    より休会となります。従いまして、次回例会は１月８日 （水） です。

５. 事務局の年末年始の休日は１２月３０日 （月） ～１月５日 （日）

   までとなっております。 よろしくお願い致します。



北図書館 ・ 楠図書館の館長　田中　敦司様から近藤会長へ感謝

状が贈呈されました。

名古屋市北図書館 ・ 楠図書館 図書寄贈事業

梅村　美知容さん　今日は西村努さんの紹介での山田真理子さん

楽　しんでください。

近藤　　 朗君　梅村 　　篤君　尾関實津成君　北村紀子さん  

加島　　 光君　吉村知紗さん　塚本　　 隆君　横井　　 登君

西村　　 努君　柴山　利彌君　平子　明資君　玉置　正樹君

梶川　久雄君　杉浦　定文君　尾関　正一君　星川　直志君　

西脇　良一君　岩田　滿治君　河東　広樹君　加藤あつこさん

渡邉　泰彬君　伊藤　晋一君　石黒　　 勉君　祖父江佳乃さん　　

阿部　美男君　木村　雅一君　梅田　　 渉君　入江由希子さん

香田　研二君　　　　　　

【田中様、 山田様ようこそいらっしゃいました。 お楽しみ下さい。】

ニ コ ボ ッ ク ス

あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

今年もどうぞよろしくお願い致します。


