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点 鐘
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益子伸明会長
手に手つないで
田中会員 若松会員

※出席報告
会員数
３１名

出席者数
２８名

出席率
89.29 ％

前回修正
96.30 ％

会長の時間
益子伸明会長
昨年７月に初めての会長の時間
を迎えるまでの緊張や不安感から
１年が経ったわけですが、長かった
ような、あっという間だったような不
思議な気持ちです。
よく、子供の時の一年は長かったとか、暇な時間は長
く感じるとか、好きなことに打ち込んでいるときや、好き
な人と一緒にいるときは時間を忘れると言いますが、
それらが秩序なく混ざったような１年でした。
さて、先日の２期合同会長幹事会で 2570 地区、地区
戦略委員会、坂本パストガバナーよりこれからの地区
の動きについての話がありました。（月信 4 月号にも掲
載されています）
地区の委員会の話でしたが、私たち各クラブにも関わ
る問題でした。
「地区運営をスムースにするために」というテーマで、
１）ガバナーエレクト・ノミニーの早期選出
（今までは指名委員会の推薦だったが、ギリギリまで
ここ何年かは決まらなかった。
推薦しても、殆どの方は辞退してしまい、毎年日本
で最後に決まる地区だった）
① ガバナー輩出グループ順
（ここ４年は第４Ｇ、第５Ｇで各２名となっている）
第 1Ｇから第 5Ｇへ順に、次期Ｇエレクトは第 1Ｇ、

例会の記録

ノミニーは第 2Ｇ、ノミニーデジグネートは第３Ｇ
② グループ内で推薦
所属クラブとグループ内別クラブから推薦（2 名）
～指名委員会（第３Ｇ11 クラブが、それぞれ 2 名
を選出して地区へ）
２）地区役員の削減を
５年前に比べて 47％も役員が増えている（約 170 人）。
人件費は無いが経費が増。
３）地区役員人事が停滞している
事業によって数年必要だが、基本３年で同一役職
は限度とする
４）事業の見直しを
青少年交換など使命を果たしたり、原則からはず
れる事業を見直しする
５）活性化の為に
特定の委員会、個人の非難ではない、新しい感覚
で地区の活性化を図りたい。
ガバナー選出クラブは、クラブ活性の好機と前向き
な対処をお願いしたい。
といった内容のお話でした。詳しくはガバナー月信の
４月号でご確認ください。
ここからは日本の経営者、そしてロータリアンとしても
高名な松下幸之助さんの、経営者として、ロータリア
ンとしての「不況克服十か条」をご紹介します。
こくふく

「不況克服の心得十ヵ条」 昭和 51(1976)年
第一条 「不況またよし」と考える
不況に直面して、ただ困った困ったと右往左往してい
ないか。不況こそ改善、発展へのチャンスであると考
える前向きの発想から、新たな道もひらけてくる。
第二条 原点に返って、志を堅持する
ともすれば厳しさに流されて判断を誤りやすい不況時
にこそ、改めて原点に返り、基本の方針に照らして進
むべき道を見定めよう。そこから正しい判断も生まれ、
断固とした不況克服の勇気と力が湧いてくる。

第三条 再点検して、自らの力を正しくつかむ
ふだんより冷静で念入りな自己評価を行い、自分の
実力、会社の経営力を正しく掴みたい。誤った評価が
破綻を招くのである。
第四条 不退転の覚悟で取り組む
なんとしてもこの困難を突破するのだという強い執念
と勇気が、思いがけない大きな力を生み出す。不況を
発展に変える原動力は烈々たる気迫である。
第五条 旧来の習慣、慣行、常識を打ち破る
非常時ともいえる不況期は、過去の経験則だけでも
のを考え行動してもうまくはいかない。これまで当然の
こととしてきた習慣や商売の仕方を、徹底的に見直し
たい。
第六条 時には一服して待つ
あせってはならない。無理や無茶をすれば、深みに
はまるばかりである。無理をせず、力を養おうと考えて、
ちょっと一服しよう。そう腹を据えれば、痛手も少なく
なる。終わらない不況はないのである。
第七条 人材育成に力を注ぐ
「苦労は買ってでもせよ」というが、不況とはその貴重
な苦労が買わずとも目の前にあるときである。好況の
ときにはできない人材育成の絶好の機会としたい。
第八条 「責任は我にあり」の自覚を
業績低下を不況のせいにしてはいないか。どんな場
合でも、やり方いかんで発展の道はある。うまくいかな
いのは、自らのやり方に当を得ないところがあるから
である。
第九条 打てば響く組織づくりを進める
外部環境の変化に対する敏感な対応は、よい情報も
悪い情報も社員からどんどん上がってくる、お互いの
意思が縦横に通いあう風通しのよい組織であってこそ
可能となる。
第十条 日頃からなすべきをなしておく
不況時は特に、品質、価格、サービスが吟味される。
その吟味に耐えられるように、日ごろからなすべきこと
をなしていくことが必要である。
職業人としてもロータリアンとしてもブレることのない松
下さんの強い信念を感じます。40 年以上前の話です
が、現在にもあてはまる話ばかりです。
この十条からなる話を再度読み、弊社３５期となる来
年度を克服の年にするというパワーの原動力をもらっ
た気がします。というか、他力本願ではなく自ら切り開
く所存です。
個人的な話で失礼しました、以上で今年度の会長の
時間を終了します。

幹事報告

浜野幹事

・『第３グループ会長幹事会・ＩＭの会計報告』
・『職業奉仕部門セミナー開催のご案内』
・『社会奉仕部門セミナー開催のご案内』
・『次年度 第３グループ会長・幹事会』について
・『じゃがいも掘りのニュース放映のお知らせ』

クラブ協議会
【退任挨拶】
益子 伸明 会長
2017-18 年度最終のクラブ協議会、役員退任挨拶の
時間となりました。私の会長としての役目もこの挨拶と
閉会点鍾で清水年度に引き継ぐこととなります。先週
の夜間例会でもお話ししましたが、先日受けたセミナ
ーの中で年度終わりがゴールではないという言葉が
耳に残っています。年度終わりはゴールではなくリレ
ーで言えばバトン、駅伝でいえばタスキを次の方に渡
すことだ、と言われました。目からうろこの話でした。ロ
ータリーにゴールは無いのだと再確認しました。次年
度は清水会長のもと一兵卒（いっぺいそつ）として最
大限に務めさせていただきます。
さて、１年を振替ってみると、何かと雨の多い一年だっ
たと感じています。
一番残念だったのは、大生病院でのフリーマーケット
が雨のため前日に中止が決定したことです。しかし、
すでに予約してあった赤飯と炊込みご飯はキャンセ
ルが出来ないため、翌日事務局での販売となりました。
私の計算ミスで販売価格を高くしてしまったため、思
いがけず利益が出てしましましたが、会員の皆様には
売り切れになるまで購入していただきありがとうござい
ました。
１１月の山梨日帰りバス旅行も、大雨にはなりません
でしたが、道中は雨が多かったことを覚えています。リ
ニアモーターカーの速さにはびっくりしました。ホテル
の食事ではボセスラティーナスの演奏付きで贅沢な
時間を過ごせました。この旅行にも多数、参加いただ
きありがとうございました。
また、年度明けの市内合同夜間例会は当日の大雪の
ため当日キャンセルとなってしまいました。また、個人
的なことですが、この日に妻が黄疸で防衛医大に緊
急入院となり、膝まで積もった雪の中を徒歩で病院ま
で行き、入院に必要なものを届けたり、書類を整理し
たりと大変な一日でした。ただ、妻の車は四駆なので
そのまま病院から自宅まで乗って帰り、翌日からは妻
の車を借りて雪が解けるまで通勤に使わせてもらいま
した。四駆＆スノータイヤに乗って長くなりますが、初
めてそのパワーを知りました。でも燃費は最悪で３キロ
代です。
他にも会長幹事会が雨だったり、ここの駐車場から出
るときに雨のせいで車に葉が積もっていたりとかの記
憶もあります。と、雨の記憶がとても多い一年でした。

さて、古い話で恐縮ですが、二年前の秋、幹事職を
務めているときに次年度のエレクトに薦められました。
私のような人生経験の浅い、礼儀に欠けた人間に務
まらないと、さすがにロータリーはハイとイエスしかな
いと言われていてもはじめは遠慮させていただきまし
た。しかしその後、なにか特別なきっかけがあったの
か記憶が定かではないのですが、エレクトとなってい
ました。非常に不安でしたが幹事を浜野さんが務めて
くれることとなり私の年度が動き始めました。各委員長
の選出では先輩会員の皆様に多大な迷惑をお掛け
したこともあり申し訳ありませんでした。未だに驕った
考えが抜けない未熟者の私ですので、この１年間、会
員の皆様への非礼の数々、誠に申し訳ありませんで
した。また、ご指導の数々ありがとうございました。
繰り返しになってしまいますが、浜野幹事をはじめ役
員の皆様、そして会員の皆様、事務局の北村さん、１
年間本当にありがとうございました。
以上をもって、退任の挨拶とさせていただきます。
浜野 貴子 幹事
一年間お世話になりまして有難うございました。狭山
中央ＲＣに入会してから１３､４年の間、のほほんとして
おりましたが、幹事になって初めて知ることが多くあり
ました。せめて出席だけはと、益子会長のもと皆様の
御協力により、つつがなく終える事が出来ました。
ＳＡＡ
クラブ研修リーダー
出席向上委員長
会報委員長
職業分類委員長
公共イメージ委員長
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Ｒ情報・雑誌委員長
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青少年奉仕
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東 会員
佐藤会員
若松会員
片山会員
田中会員
小島会員
稲見会員
菊田会員
佐々木会員
古谷会員
江原会員
栗原(成)会員

以上の方々より退任の挨拶がありました。皆様、一年
間有難うございました。

◆次の例会
７月１０日（火） 12：30～13：30
第二副ＳＡＡ ： 江原会員 古谷会員
クラブ協議会 ： 就任挨拶 各委員長

益子君 一年間本当に有難うございました。
浜野君 皆様、一年間大変お世話になりました。何と
か無事終える事が出来ました。皆様に感謝
です。
東 君 益子年度の全てに感謝申し上げます。私に
ＳＡＡという素晴しい経験を与えてくださった
狭山中央ＲＣの皆様、本当に有難うござい
ました。
江原君 先週は家族同伴夜間例会もそうでしたが、
本日はいよいよ益子年度の例会ですね。益
子会長・浜野幹事をはじめ、各役員の皆様、
本当にお疲れ様でした。そして来週からは
清水年度がスタートです。引き続き皆様と共
に楽しい時間を積み重ねていきたいです
ね。
稲見君 益子会長、浜野幹事、東ＳＡＡ、役員の皆さ
ん、一年間有難うございました。楽しいロー
タリーライフでした。
小島君 益子年度最後の例会、役員の皆様ご苦労様
でした。佐藤Ｐ会長も最後の例会ですね。
又ぜひ復活してください。待ってます!!
栗原(成)君 益子会長及び役員の皆様、一年間楽し
いロータリーを有難うございました。
沼崎君 益子会長！一年間ご苦労様、有難う！
守屋君 益子会長及び役員の方々、色々とお世話に
なり、誠にご苦労様でした。厚く御礼。
小幡君 益子会長始め役員の皆様、一年間ご苦労様
でした。
奥富君 益子年度ご苦労様でした。感謝申します。
佐々木君 益子会長はじめ役員の皆様、一年間ご苦
労様でした。お陰様で一年間楽しいロータ
リーライフを過ごす事ができました。
佐藤君 益子年度最後の例会、無事終了です。素
晴しい一年間の運営に感謝・感動です。益
子会長はじめ委員の皆様、本当にご苦労様
でした。
柴田君 １７年～１８年のクラブの執行役員の皆様、一
年間お疲れ様でした。新たな年度に向けて
ご協力ください。
清水君 本日は益子年度最後の例会です。役員の
皆様大変お疲れ様でした。

