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新しく生まれ変わろう
―クラブルネッサンス

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
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●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

ニコニコ箱
●楽しい親睦旅行、お世話様になりました。

第 2219 回例会

品川 芳洋会員

① 開会 点鐘
② ソング ｢奉仕の理想」

●卓話聞いて下さい！

③ ビジターの紹介

●結婚記念日祝い有難うございます。

④ 会務報告

桑田 タア子会員

｢会長の時間｣「幹事報告」

●今日も冷えますが、明日からは暖かくなるようで

⑤ 委員会報告

す。明日 13 日は地区協議会ですね！もうその時期

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 第 5 回クラブ協議会

ですね。
結婚記念日祝いも頂き、ありがとうございました。

・協議会 13：00～13：45 分頃 予定
（＊閉会
⑦ 閉会

長尾 穣治会員

点鐘

13：30 に行う）

石川 義一会員
●・長尾次年度会長方針発表期待大です。頑張って

点鐘

下さい。

＊クラブ協議会後：次年度小委員会開催

・浅井さん、友の紹介ご苦労様です。
・先週の親睦旅行お世話になり、ありがとうござ
いました。

奥田 長二会員

●長尾さん、次期会長方針よろしくお願い致します。
第 2220 回例会

4 月 26 日（金）

☆卓話「63 年を振り返って」 柳

大橋 秀造会員
敬二会員

●先週は急な入院で、長期のお休みをさせていただ
き、例会までお休みすることになり、ご迷惑をお
掛け致しました。

2019 年 4 月 12 日（金）
出席報告

山本 尚美事務局員

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2218 回

27 名

16 名

76.2％

第 2216 回

27 名

14 名

66.7％

備 考
出席義務免除
7 名（出 1）
補
填
1名

●今回合計

●累計

9,000 円

520,000 円

★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

う環境つくりを行ない、彼自身、従業員の中に入
って行って現場を重視していたと聞いています。
改革 10 年ほどで日産が再建されると、彼は日本
を離れることが多くなり現場から遠のき、限られ
た時間で指示を下すということは所詮一方的な
4 月結婚記念日祝
石川会員・桑田 会員

4 月誕生月祝
品川会員

意思決定になり、人の共感を呼ばない経営姿勢を
とるようになったと想像されます。

会長の時間

経営者が現場に密着するという原点の意義をあ
らためて思います。

カルロス・ゴーン氏が再び逮捕され、世間を騒がせ
ています。

幹事報告

日産の再建に力を発揮したあれほど優秀だと言われ
た経営者に何がもんだいであったのでしょうか？

＊開会後、例会決議を行い出席者全員が承認

日経中山コメンテーターは「トラスト」欠いた、と

（例会場変更、次年度例会を月 3 回にする件）

分析されています。
彼がよく口にした言葉に「多様性」
「回復力」
「結果、 【配布物】
奉仕」「動機づけ」
「共感」の５つがあった。

①週報 2 週分

一方、米人事コンサルタント会社が世界の経営者約

②ロータリー友

15 万人を分析して選んだ「これからのグローバル経
営者に求められる 5 つのキーワードと照合してみる
とゴーン氏の言葉はかなりの部分で符号しているそ

【連絡事項】
①岩国西ＲＣ

50 周年式典出席依頼の件
（4/20 締切）

うです。
５つのキーワードとは「変化に俊敏に対応」
「他者に
活力を与える」「アイデアを素早く実行」「他者と協
力し、アイデアを交換する」
「トラスト（多様な力を

②4/13（土）次年度地区研修・協議会
③4/18（木）四輪会
（ホスト八尾東ＲＣ、飛鳥ＣＣ）
④メーキャップ報告（品川会長、モナコＲＣ）

結集する）」。
中山氏は結合を意味するトラストの部分にゴーン氏
が失脚する要因があったと。

【連絡事項】
①ガバナー月信 4 月号

トラストとは欧米企業では最近、「多様性を認める」
「人と人を結合する」などと、従来の「信用」
「信頼」

以上

をより発展させた解釈するようになっているそうで
す。
そういう意味でゴーン氏は多様性は強調するもの
の、信頼のネットワークを築かずにワンマン経営に
陥ったと。

「次年度の会長方針」
長尾

穣治会長エレクト

一方、私見としてゴーン氏がかかげていた「共感」
も彼が改革に取り組んだ当初は「Functional Team」 2019～2020 年度
と言う、組織横断的なチームを作って共感を呼びあ

国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マローニー

テーマ

「ロータリーは世界をつなぐ」

ので、皆様ご協力をお願い申し上げます。

ロータリーの奉仕を通じて有能で思慮深く、寛大
な人々が手を取り合い、行動を起こすためのつな

幹事、副会長の経験の無い私が次年度会長の責務を

がりを築いてまいりましょう。

無事果たせるのか、先を見ましたら不安だらけであ
ります。

ＲＩ第 2660 地区スローガン

どうか、会員各位の多大なるご支援を賜りますよう

Stand by you

宜敷くお願い申し上げます。

あなたと共に相手に寄り添い、奉仕の喜びを分か
ち合う

4 月度定例理事会報告

強調事項

幹事：堀内

奉仕活動する時は、相手方の目線に立ったロータ

伸也

リー活動
●日

時：2019 年 4 月 12 日(金)
例会前

八尾東ＲＣスローガン
・地域社会に相手方の目線に立った奉仕活動
・創立 50 周年に向けた土台作り

●場

所：リノアス

11：30～12：20
8階

バンケットルーム

●出席者：理事役員 6 名、オブザーバー1 名

方針
・障がい者に対しての奉仕
・会員増強

次年度は社会奉仕・会員増強に注力しようと思っ
ております。社会奉仕は経験豊富な大橋委員長の
下、障がい者の家族に目を向け、講演会を行う予

案件：
①会計報告 3 月分 →承認

②6/8（土）岩国西ＲＣ 50 周年記念式典の件
→石川Ｒ・鈴木Ｒが参加予定
参加費（一人 1 万円）はクラブより補助する

定です。
会員増強は、クラブ創立 50 周年に向けての会員

③本日 4/12（金）例会決議の確認 →承認

増強を行う予定です。次年度の今年度会員増強委
員長 上田会員のご尽力で 2 名の増強をして頂く
予定ですが、次年度会員増強委員長 辻盛会員の
幅広い人脈で 1 名～2 名の増強をお願いしている

④地区補助金事業の件
→辻盛奉仕活動委員長と早急に打合せをする。
（長尾Ｒ・堀内Ｒで）

次第です。
第 2660 地区も 1996 年 5,702 名の会員が、2015
年には 3,598 名、
2018 年には 3,649 名であり、2020
年には 4,000 名を地区目標としており、当クラブ
も少なくとも純増を目指さなければなりません。
会員各位もご支援下さいませ。

又、マイロータリーの登録率 65％以上にと地区か
らも要望が来ております。私自身も登録致します

⑤その他
＊社会奉仕事業の件
→4/19（金）11：00 より八尾市に電動自転車の
贈呈式を行う。品川会長、中澤社会奉仕委員
長が出席する。

以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

