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国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１５年９月１７日発行 Vol．１４４７

 

 
ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『打てば響く組織論（ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ理論）』 

 ボトムアップパーソンズ協会 

 代表理事  畑  喜美夫  氏 

 

今日は 会員増強委員会のお世話によるオープン例会です。 

５名のお客様と１０月に入会予定の柳井さんをお迎えしております

が、どうぞごゆっくりとお過ごしいただき、広島北ＲＣの例会を楽しん

で頂けたらと思います。 

また、本日の卓話の時間では 畑様に「ボトムアップ理論」について

の話を聞かせて頂くことになっております。３０分と短い時間ですが、

楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。  

話は変わりますが 今週の月曜日には 親睦委員会の企画で開催

されました新会員歓迎懇親会では５０数名の会員に参加頂き、和や

かな雰囲気の中お互いの親睦が図られたように思います。 

今年度私はどんなことも「楽しんで実践しよう」を運営方針に掲げて

おりますが、全員参加型のこれからの事業にも大いに期待しており

ます。皆さんのご協力をお願いして今日の会長時間はこれで終わり

ます。ありがとうございました。  

 

《ご案内》 

＊次週１８日（金）京都行のＪＲチケットをお配りしています。受付でお

渡ししていますので、お帰りの際にお受け取りください。 

 

 

 

左から、７年丸本

会員・２２年石田

会員 

おめでとうございま

す！ 

 

（２年 武部会員

は欠席でした。） 

 

 

 

 

職業分類会員増強委員会  粟屋委員長 

本日はｵｰﾌﾟﾝ例会で５名の方に例会にお越し頂きました。 

 
（左は１０月に入会予定の柳井氏） 

 

≪自主出宝≫ 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･吉永会員･藤田会員 畑 喜美

夫様、本日はお越しいただきありがとうございます。卓話楽しみにし

ております、よろしくお願いいたします。 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･吉永会員･藤田会員 ゲストの皆

様、本日は広島北ＲＣの例会に出席をいただきありがとうございます。

短い時間ですが楽しんで帰ってください、是非、またのお越しを楽

しみにしています。 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･吉永会員･藤田会員 先日の新

会員歓迎懇親会では、多くの方に参加頂き、楽しい会となりました。

親睦委員会の皆様、お世話になりました。 

■本日の例会      ２０１５年９月１７日（木）    第２２４０回

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『ロータリーのＩＴ化について』 

 会報ＩＴ委員会 

 樹野 敏之 会員 

前回の例会     ２０１５年９月１０日（木）  第２２３９回 

会長時間              会 長    山下 正司 

幹事報告             幹  事    上河内裕司 

連続出席表彰 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 
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島本会員･小林会員 畑先生、本日の卓話を楽しみにしておりま

す。よろしくお願い致します。 

職業分類会員増強委員長 粟屋会員 ゲストとしてお越し頂きま

した５名の皆様、本日はようこそ当ｸﾗﾌﾞのｵｰﾌﾟﾝ例会にお越し下

さいました。肩の力を抜いてどうぞごゆっくりお過ごしください。 

本田(善)会員 小林社長、土屋社長、ようこそお越し下さいまし

た。広島北ＲＣの伝統である愛情あふれる握手からｽﾀｰﾄし、学

びのある卓話を触れて頂き、本日の例会をお楽しみ下さい。 

樹野会員 山下江会員へ。先日、東京・広島で開催されたﾏｲｸﾛ

ｿﾌﾄ過去 大のｲﾍﾞﾝﾄ「ﾌｪｽﾄ2015」にご登壇頂き、誠にありがとう

ございました。日本を代表するｸﾗｳﾄﾞ導入事例として紹介された

ことを誇りに思います。今後も貴事務所の発展に尽力致します。 

黒田会員･本田(裕)会員･宮本会員･岡田(昌)会員･樹野会員･藤

原会員 先日、新会員歓迎懇親会を開催頂き、ありがとうござい

ました。１日でも早く慣れる事ができるよう精進いたして参ります

ので、よろしくお願いします。 

越智会員･上田会員 ７日に行った新会員歓迎懇親会には多く

の会員の皆様にご参加頂きありがとうございました。大変楽しい

会となりました。これからも親睦委員会の事業にご協力お願いし

ます。 

髙原会員 三保さん、新たな場所で美しいかき船が出来つつあ

ります。大変楽しみにしています。 

中尾会員 本日、所用のため途中退席させて頂きます。申し訳

ありません。 

山下(江)会員 樹野さん、先日はＭＳｲﾍﾞﾝﾄに登壇させて頂き、

ありがとうございました。 

 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ 20,000 円） 累計 324,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 

 

 
『打てば響く組織論（ボトムアップ理論）』 

 
ボトムアップパーソンズ協会 

代表理事  畑 喜美夫 氏 

 

 

ボトムアップ理論とは？ 

［２つのタイプ］ 

・ トップダウン（監督主導＜上

意下達＞の指示、命令によ

って、選手に従わせる管理方式のチーム） 

☆ボトムアップ（選手主導＜下意上達＞の発議で意思決定がな

される方式のチーム） 

・ 選手力,現場力を高めることで生産性を上げる（選手の自発性

を促す） 

「観て感じて（五感）、気づく、実行するが全体のポイント」 

 

はじめに（ベクトル（全体像）を合わせる） 

何のためにサッカーをしているか？ 

１．ミッション（使命） 

・・・目指すは社会に通じる、道徳心、倫理観を持った人間力

の育成（知力・体力・気力・実践力・コミュニケーション力 ）  

      （大人になって、世の中を一人でも生きぬける力） 

２．ビジョン（未来像） 

日本一魅力のあるチーム（グッドゲームの追求） 

＊あくまで、「人間的な成長なくして、サッカーの勝利があって

も決して褒められるものではない」ことを、生徒・保護者スタ

ッフと共有することが大事である。（ベクトルを合わせる） 

サッカーの括りを大きく考える 

「サッカーはサッカーだけで上手くなるのではなく、サッカーは、

日常生活を含んだ全てで上手くなる！」 

 

挑戦（チャレンジ）なくして成長なし 

・勇気を持って挑戦しての失敗こそ成功のチャンス！ 

・失敗とは何か？ 

・「挑戦」しないこと。 

・減点主義でなく加点主義 

 

３つの大きな法則（軸） 

１．選手育成基本の３本柱 

２．組織構築の３本柱 

３．全員リーダー制 

 

１．選手育成基本の３本柱 

凡事徹底 

①挨拶 （心から･･･相手の心の扉を開く） 

＊学校を素敵にしていこう 

②返事 （はい、いいえを判断して）  ・・・責任！ 

③後片付け （心を整える）  ３Ｓ（整理・整頓・掃除） 

 

２．組織構築の３本柱 

①「量より質」  ・・・本質を大切に 

②「信頼と絆」  ・・・自分と向き合う 

③「自主自立の精神」  ･･･自分たちで創る 

 

３．全員リーダー制 

『指導者・リーダー ファシリテーター』 

＊人間力の育成 

 

これからの日本 

「習う時代から創る（作る）時代になる！」 

 

自主的、自発的に挑戦できる個・組織が、これからの未来を輝か

せる！ 

以上 

 

 
 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年９月１０日（木） 会員数 ８７名 

出席 ７２名  欠席 １５名 

来賓  １名  来客  ０名  ゲスト ６名 

８月２７日例会出席率  １００％ 

８月度平均出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

畑 喜美夫 様（卓話者） 

柳井  博 様（入会予定ゲスト） 

丸子潤一郎 様（ｵｰﾌﾟﾝ例会ｹﾞｽﾄ） 

松井 伸輔 様（同上） 

土屋 武美 様（同上） 

小林 直哉 様（同上） 

久丸 智寛 様（同上） 

■次回例会 ２０１５年１０月１日（木）１２：３０～ 

卓話 『新会員卓話』 

本田裕二会員/黒田昌浩会員/宮本伸久会員 

食事 和食 

★９月２４日（木）は『休会』です。お間違えのないようお願い

します。 

卓話時間 
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５０数年振りと言われた今年の酷暑気候、応えねばよいがと心配

しておりました瀬川さんが、私達の遠く手の届かぬところに逝か

れました。 

仕事と家庭を愛し、ロータリーと友人をこよなく愛され、卓越した

才能と資質はわが広島北ロータリークラブには、掛替えのないも

のでありました。ガバナーに協力するガバナー補佐、クラブでは

会長・副会長・幹事・理事・委員長の全てを歴任され、今日のわ

が広島北ロータリークラブを確固たるものにされた、大きな要因

であろうと思います。 

大好きであった野球は、社内チ

ームを編成し、全国国民体育大

会に県代表として数度も出場する

程の強豪チームでした。 

１９７８年、遂には広島北ロータリ

ークラブに野球部を創設の運びと

なり、自らが監督兼投手と活躍し、

遂には、ロータリーの甲子園大会

を志し、時の阪神電鉄小津正次

郎社長を初代コミッショナーに担

ぎ、第１回・第２回と連続制覇する

など全国にわがクラブ名を轟かせ

ました。全国大会が阪神大震災

にて中断となり、継続すべきと地区ガバナー杯大会を催し、当時

の筒井ガバナーの協賛を得て、広島市民球場をメイン球場とし、

これは現在まで継続しております。 

全国甲子園大会は現在３３年目を迎え、地区ガバナー杯大会は

２２年目を迎える大きな大会となりました。 

阪神電鉄小津社長のご逝去にて、瀬川さんが全国ロータリーク

ラブ野球大会の二代目大会コミッショナーに就任、その後１６年

間お世話をされ、地元地区ガバナー杯野球大会も大会実行委

員長として２０年間、ロータリー野球の頂点を歩まれました。 

唯一の不幸は、平成４年２３年前にご夫人を亡くされたことであり

ましょう。典型的なおしどり夫婦で、私達のお手本でありました。 

瀬川さんとの絆を胸に秘め、いつまでも心の糧として偲んで参り

ます。どうぞ、広島北ロータリークラブをお見守り下さい。そして、

アノ世とやらで奥様とゆっくり休んで下さい。合掌 

山本 忠男 

福田 拓造 

 

 

 
 

 

 

 

 

８月１９日、大切な友人の一人を亡くした。 

その悲しい知らせに接したのは８月２０日(木)、本年度ガバナー

東良輝氏の公式訪問の日でした。彼との共同推薦者である黒田 

昌浩氏からその伝えを受け、病魔に倒れ、あまりにも早い彼の死

に驚きと戸惑いとして受け止めました。私とは広島北ロータリーク

ラブに同期(１９９０年)の入会であり、誕生日も近かったこともあり、

何かにつけて相談に乗って貰った。気心の知れたよき友でした。 

彼は、尊父の後を継がれ、広島トヨペットの社業の繁栄に日夜傾

注されると共に、常に広島北ロータリークラブの発展を深く考え

てこられた。古谷敏明君との出会いは１９９０年来であり、彼のロ

ータリー歴は２５年に及びその間に幹事(２００１－０２)、会長(２００

５－０６)を歴任され、とりわけ彼との思い出深いことは、私が２０１

１年-１２年度の会長を引き受ける前に、古谷君から市内の某所

で、延々６時間にわたって彼から強い勧めがあり 

「ロータリーの会長を経験するということが、将来にとって必ずプ

ラス方向に働く。」 

「それらの貴重な体験は何にも代えがたいものである。ぜひ推薦

する。」 

という意味でした。その後、他の会員からの推薦もあり、現実に当

広島北ロータリークラブの会長職を歴任し、２０１４－１５年度のガ

バナー補佐の大役を

引き継がして頂く上

で、貴重な彼からの

アドバイスがあったこ

とも、今更のごとく懐

かしく思い出され、熱

く感謝しています。 

心の優しい性格に加

えて、大所、高所から

考えられる人でした。 

その社業は、長男、古谷英明氏によって引き継がれています。

今後とも、全国でも、有数なトヨペットディーラーとしての道を歩ま

れることは、言うまでもありません。昨日お宅に伺い、奥様から、

懐かしい旅行の話も伺うことができました。今となっては、世界各

地を回ってこられた奥様との楽しい旅の話も直接彼から聞くこと

ができません。安らかにお眠りください。 

心から冥福を祈り追悼の文とします。 

 

髙原 宏之 

 

 
 

 

 

瀬川正義さんを偲んで 古谷敏明さんを偲んで 

瀬川正義会員、古谷敏明会員 お二人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 


