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2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー山本 博史
■会長 井上 裕子 ■副会長 明石 巧
■副会長 豊田 修一 ■幹事 柴田 宜孟 ■副幹事 林 功
■親睦委員長 南 みどり
■広報･会報担当 永田 大介

会長挨拶

井上

裕子会長

春の日差しが眩しい今日この頃です。みなさまには、ご健勝にてお過ご
しのことと存じます。
さて、本日は、”フォローワーシップ”についてお話させていただこう
と思います。先日ある矯正の勉強会で、中竹竜二さんという方のお話を
聞く機会を得ました。元早稲田大学ラグビー蹴球部の監督で、2006 年
にサラリーマンをしていた時に、清宮克幸監督の後を急遽任され、2007
年から 2 年連続全国優勝に導いた方です。現在は”コーチのコーチのコ
ーチ”という仕事をされていると表現されておられました。
その方のお話のテーマは、”リーダーシップからフォロワーシップ
へ”。私はビジネスの話にとても疎いので、みなさんはすでにご存知な
のかもしれませんが、実際にお話を直接伺った私にはとても新鮮でした
ので、ご紹介させていただきたいと思います。
一頃、リーダーシップという言葉がやたらもてはやされ、ビジネス書
のコーナーには、理想のリーダーシップ論というような本がやたら並ん
でいたように思いますが、そのカリスマ性に依存したリーダーシップ
が、組織を必ずしも成長させないことがわかってきたそうです。それど
ころか、押し付けるだけのリーダーは、むしろ diminisher（消耗させる
人）として否定されるようにまでなってきているそうです
そんな今、中竹さんが唱えておられるのは、リーダーシップの形は一
つではない。強い組織をつくるリーダーには誰でもなれる、ということ
です。「自分はリーダーに向いてない。」「自分はリーダーとして組織
のために頑張っているはずなのに、なぜか結果が出せない」という人に、
必要なのが、このフォロワーシップだそうです。
中竹さんは、選手一人一人に、どうすればチームが成長できるかを問
いかける。選手自らが、チームを強くするためにどうすれば良いかを懸
命に考え行動する。中竹さんは、そういう環境を作り育てる人。それが、
フォロワーシップなのだそうです。
今、リーダーの定義として最も良いとされている言葉が、「あなたの
言動で、他者がより夢を描いたり、より学んだり、より積極的に行動し
たなら、あなたはリーダーです。」だそうです。この原文は、”If you
inspire…..”で始まるのです。
Barry Rassin 会長が、”Be the inspiration”に込めた意味が、また少し
わかったような気がしました。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
シェイクハンド
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「自動車整備機器業界
について」
卓話者：荒木

龍紀様

(株)バンザイ大阪支店
執行役員支店長
担当 ：福林

愼二

会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
柴田

✤ニコニコ BOX✤
宜孟

プログラム担当
ニコニコ 担当

幹事

（地区より）
① 第 31 回全国ローターアクト研修会並びに
国際ロータリー第 2700 地区ローターアクト
第 50 回地区大会本登録のご案内
（RAC 担当北林会員）

林

奥村

➁ 2019-20 年度のための国際ロータリー
第 2660 地区

豊田

会長エレクト研修セミナー（PETS）
資料配布

加茂
永田

✤出席報告✤
出席担当

橋本

２ みんなに公平か

昌也

○ 会員数
30 名
○ 出席数
22 名
○ 出席率
81.48%
○ 前々々回
81.48％(2 月 20 日)

会員

北林
永田

寛崇
大介

会員
会員

功会員:幸田会員ご入会おめでとうござ
います。奥村勝彦会員、今日は
お世話になります。
昌也会員:クレハクラブでのインフォーマ
ルミーティングお世話になりま
す。
修一会員:今日はクラブフォーラムを行い
ます。私が担当となりますので、
よろしくお願い致します。
守会員:祝・夜間例会ありがとうございま
す。
大介会員:幸田会員をお迎えして。入会 13
年目にして最若手返上でござい
ます。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の例会✤

４ みんなのためになるかどうか
【幸田会員入会歓迎会】
ご挨拶をいただきました

【クラブフォーラム③ 兼
インフォーマルミーティング】
担当：豊田

修一

副会長

65 周年記念事業について、田嶋実行委員長より
ベトナムニャーンについて

徳永会員による乾杯のご挨拶

池田ＲＣのテーマ「伝統と革新 目指そう INSPIRED 池田 RC

義捐金ＢＯＸ

4 月スケジュール
3

水

3130 例会

3月6日時点残高

10

水

3131 例会

3月13日分

17

水

3132 例会

残高

146,384 円
120 円
146,504 円

ガバナー補佐訪問
クラブアッセンブリー➂
24

水

3133 例会 【65 周年記念例会】

ポリオプラス基金

4/24 池田 RC 創立記念日

3月6日時点残高

23,531 円

3月13日分

500 円

残高

24,031 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
それでこそロータリー
ニコニコ箱の累計
どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手をふり合おうよ
それでこそ ローローロータリー

3 月 13 日現在 950,000 円

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

4 月 3 日（水）例会

「プライベートバンク
とご資産家の現状」
卓話者：今井

一雄様

三菱 UFJ モルガンスタンレー
証券株式会社
プライベートウェルス
マネージャー

コメント：「資産家の現状を専門家
より解説致します。」

担当：

加茂

守

会員

