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新しく生まれ変わろう
―クラブルネッサンス

Rotary International
国際ロータリー会長

バリー・ラシン

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
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四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：品川 芳洋
●幹
事：堀内 伸也
●会報委員長：高岡 正和

☆1 月結婚記念日祝

浅井会員、中澤会員

☆上半期ＨＣ皆出席祝 石川会員

第 2206 回例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢奉仕の理想」
③ ビジターの紹介
④ 大松会員御結婚祝
⑤ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

2018 年 12 月 14 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2205 回

27 名

14 名

66.7％

第 2203 回

27 名

17 名

77.3％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
2名

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑦ 年次総会
⑧ 閉会

ニコニコ箱
●塩尻様、お役目ご苦労様です。よろしくお願い致

点鐘

します

品川 芳洋会員

●①地区大会欠席のおわび！
★会員懇親会

13：30～

於：LINOAS 8 階 3B steak＆burger

②塩尻さん御苦労様です。
●・地区社会奉仕委員長

鈴木 洋会員

塩尻様、ご来訪ご苦労様

です。
・陣田さん、卓話拝聴します。 奥田 長二会員
＊12/28（金） 定款による休会
＊1/4（金）

定款による休会

2019 年初例会

曜日変更

第 2207 回移動例会 1 月 10 日（木）

●地区社会奉仕委員長 塩尻様、ご訪問ありがとう
ございます。
誕生月祝いを頂きましてありがとうございます。
陣田会員、卓話よろしく。

石川 義一会員

★例会前：1 月度定例理事会
☆卓話「新年を迎えて」品川 芳洋会長

●今回合計

4,000 円

☆1 月誕生月祝
坂原会員、長尾会員、山田会員
上田夫人、陣田夫人

●累計

295,000 円

12 月誕生月祝
陣田会員・石川会員

★例会場：LINOAS（リノアス）8階 バンケットルーム 〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番
★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

会長の時間

幹事報告
【配布物】

地区大会の翌日に「大阪なにわＲＣ」さん、昨日に

①週報

は「大阪御堂筋本町ＲＣ」さんの周年記念の式典及

②ロータリーの友

び祝賀会に、堀内幹事と私が出席しました。
それぞれ実績を収められて新しい年度へ向かう意気
込みが感じられる目出度い会でした。

【連絡】
①来週は年次総会になります。
②年次総会後、会員懇親会を予定しておりま

近隣ロータリークラブのお祝いの会に出席していつ

す。

も思うのですが、参加者の視点で運営されていない
ことが多いということです。
ロータリーのイベントではいつも同じですが、冒頭
にご来賓の紹介があり、パストガバナーの方々が紹
介されます。すでに出席者が知っている方々ばかり

「ゆとり世代」
陣田

匡人会員

です。遠来のお客様に重きを置くべきでしょう。
山本ガバナーが祝辞を述べられ、ガバナーご自身笑
いながら仰っていましたが地区大会以来、自分の話
を 7 回も続けて聞いていらっしゃる方がおられる、

「ゆとり世代」という言葉をテレビなどで聞いた
ことがある方は多いと思います。
ゆとり世代というと、詰め込み教育ではなく、比

と。

較的にゆったりとしたカリキュラムで学生生活

周年記念式典に続く祝賀会でも、ご来賓紹介とガバ

を過ごした世代くらいの感覚で認識されている

ナー祝辞が繰り返されます。

方が多数だと思います。

スマートさに欠ける運営でした。

ゆとり世代とは、2002 年から 2010 年度まで実

近隣クラブは毎回同じテーブルにつきます。いつも

施された「ゆとり教育」を受けた世代を指し、1984

顔を合わせている仲間です。

年 4 月 2 日～2004 年 4 月 1 日生まれが該当しま

折角の機会だから招待側のクラブメンバーと招待者

す。年齢で言えば 2018 年時点で 14 歳～34 歳が

の交流を図る工夫もあっていいのではないか、と思

該当します。

いました。特に海外友好クラブの人達も日本に来ら

また、バブル崩壊後の 1990 年代生まれは「さと

れていろいろなロータリアンと交流されたいと思う

り世代」と呼ばれ、同時期に 2 つの世代が存在し

のですが、同じクラブの人達は同じテーブルに座ら

ています。

れているだけでした。主催クラブの会長が我々近隣
クラブのテーブルに挨拶にも来られませんでした。
「ご招待」とは何なのか？と思わずにはおられませ
んでした。
形式的なロータリーの文化が続く限りロータリーの
未来はない、と大袈裟に考えてしまいました。他山
の石として参考にしたいと思います。

「ゆとり世代」は悪く言われがちですが、実際
はどうなのか？特徴と長所（強み）を見ていこう
と思います。

ゆとり世代の特徴
1．精神的に弱い・辛いことから逃げる傾向
2．失敗を避けるため消極的になりがち
3．受身の指示待ち人間

4．IT に強くなんでもネットに頼りがち

い逆効果になってしまうこともよくあるといいま

5．すぐに結果を出したがる

す。こういったタイプの人をうまく成長させるに

6．プライべ－ト重視

は、叱るより褒めて育てるほうが良いそうです。

7．タメロを使う
8．妙に冷めている

叱るときはソフトに

9．興味がないものは見向きもしない

叱られた経験があまりなく、失敗を極端に恐れてい

10．無断で欠席したり、早退したりする

るゆとり世代は、一度失敗して叱られるだけで引き

11．叱られるのに弱い

ずってしまいます。ただ、まったく叱らずにいると

12．直接のコミュニケーションが苦手

いうのも無理な話。注意する場合は、大声を出した
りせずにソフトに叱ることを心がけるといいと思

特徴をあげるとあまり良くないイメージを受け

います。

ますが、

また、失敗をすることの大切さと、恥ずかしいこと

では長所はどうなのかを見ていこうと思います。 ではないということを早い段階で伝えてあげるこ
1．教えられたことはきちんとこなす

とも大切です。

2．興味を持てばまっしぐら
3．IT 関係で頼りになる

ゆとり世代だからと決めつけない

4．マイペースで冷静

ゆとり世代に生まれたからといって、誰もが皆、マ

5．適度な距離感で付き合える

イナスの特徴を持っているわけではありません。い

6．新しいものを生み出す力がある

つの時代も、新人類といって若者を批判的な見方を

両方を比較すると長所と短所が表裏一体のよう

する大人はたくさん存在します。こういった若者批

に感じます。

判はかなり昔から繰り返されていることだそうで

この特徴と長所からゆとり世代の職場での活か

す。

し方と付き合い方についてまとめていこうと思

近年、人の変化の原因をゆとり世代に押しつけてし

います。

まっているだけなのかもしれません。
ゆとり世代だから○○に決まっている、といった無

学生から社会人へのスイッチをしっかり入れ
替える

配慮な決めつけはせずにお互いが歩み寄るという
姿勢がいいのかもしれません。

社会人になる、ということは、授業料を払って受
けていた学生時代とは大きく違い、働いた対価と

彼らの特徴をしっかり把握した上で、秘めた力をう

して給料をいただくことになります。

まく引き出すことができれば、優秀な人材に育て上

社会人になるとはどういうことなのかをしっか

がるでしょう。「ゆとり世代だから」と先入観を持

り認識させてあげることで、自分がこれからどう

って決めつける前に、得意分野を見抜いてスキルを

いう振る舞いをしたらよいのかも見えてくるで

伸ばし、適材適所で仕事をさせることが必要なので

しょう。

す。
彼らゆとり世代の後輩たちを、生かすも殺すも上

褒めて伸ばす

司、先輩次第です。未来の会社を背負う新しい世代

ゆとり世代の人はメンタルがあまり強くないと

の育成のために、今後に役立てていければと思いま

言われていますので、叱られると心が折れてしま

す。

12 月度定例理事会報告
幹事：堀内

●日

伸也

時：2018 年 12 月 14 日(金)
例会前

●場

11：30～12：00

所：リノアス 3 階

会議室

●出席者：理事役員 5 名

オブザーバー1 名

案件：
①会計報告 11 月分 ⇒

承認

②12/21 年次総における選挙管理委員（2 名）、
立会人（2 名）の選出
⇒

選挙管理委員（安田 R・上山 R）
立会人（森下 R・桑田 R）で決定

③地区補助金事業の件
⇒

堀内 R で、地区財団委員長に現状の報告と
第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

相談をして進行する

④大阪フレンドＲＣ
⇒

創立 20 周年記念式典の件

祝電で対応

（岩国西ＲＣ 創立 50 周年記念式典の件）
⇒

祝電と祝金¥10,000 で対応

⑤12/18（火）事務局休暇の件 ⇒

承認

⑥事務局年末年始休暇の件（12/27-1/7 希望）
⇒

承認
以上

