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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 会員増強・拡大月間 ～～ 
第 2526回例会 平成 24 年 8 月 31 日（金） 
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◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング  奉仕の理想 

◇ 四つのテスト  飯田 正雄 会員 

◇ お客様紹介   

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 得居 仁 様 

第９分区ガバナー補佐 宮川 欽一 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 滝沢 政樹 様  

 

 

ガバナー公式訪問 プログラム 
12：00～12：30 各会員 昼食 
＜例会＞  
12：30 点鐘 小宮山 四郎 会長 
13：00 ガバナー卓話 得居 仁 ガバナー 
13：30 点鐘 小宮山 四郎 会長 
 記念撮影  
＜クラブ協議会＞  
13：50 ガバナー補佐挨拶 宮川 欽一 第 9 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
13：55 ガバナー講評 得居 仁 ガバナー 
 ・会員増強・退会防止委員会 佐瀬 和年 委員長 
 ・クラブ広報委員会 長原 正夫 委員長 
 ・クラブ管理運営委員会 秋葉 博行 委員長 
 ・奉仕プロジェクト委員会 神﨑 誠 委員長 
 ・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 
 ・会場監督 山田 真幸 会員 
 ・会計 甲田 直弘 会員 
 ・ＣＬＰ委員会 諸岡 靖彦 委員長 
 ・クラブ研修委員会 平野 省二 委員長 
 ・内規規定委員会 松田 泰長 委員長 
15：00 質疑応答  
 閉会の辞 遠藤 英一 会長エレクト 
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◇ ニコニコボックス 

佐藤 英雄 会員：娘が成田の JC に入っておりまして、主催する“少年

の翼”が今年ニュージーランドへ行きました。無事に昨夜帰ってきまして、

その時に、現地の担当者の方からスタッフ全員にラクビーニュージーラン

ド代表であるオールブラックス(All Blacks)のネクタイをプレゼントして

いただいたそうです。私も娘から貰い、早速つけてまいりました。 

 

浅野 洋介 会員：さる２９日、短期交換留学生の宮川君が帰国いたしま

して、ロータリーの会員の方たちとお迎えに行きました。わずかの期間で

したが、非常に逞しくなって帰ってこられました。オバマ大統領とも握手

をする機会があったそうです。来週の帰国報告を楽しみにしておいてくだ

さい。 

 

◇ 会長挨拶  小宮山 四郎 会員 

本日は、得居 仁ガバナーをお迎えして、成田ロータリーク

ラブの現状と今後の運営についてご指導を頂く得がたい機会

であります。3 月の会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）に

始まり、4 月の地区協議会、新年度になってから地区委員会セ

ミナーで得居ガバナーのお話をお聞かせ頂きながら、ロータリ

ーについて、地域における成田ロータリークラブのあり方につ

いて考えて参りました。会員が楽しく、積極的に例会に集まり、

意義あるクラブライフ、ロータリー人生を過ごせる成田ロータ

リークラブになれるか？と言う事であります。当成田ロータリークラブは 2000 年を過ぎ

る頃から退会者の増加による会員の減少傾向が進み、クラブの活性化が喫緊の課題となっ

てきました。そこで、2005 年頃からＲＩが推奨するクラブ・リーダーシップ・プラン（Ｃ

ＬＰ）の導入の研究が始まり、2006~07 年度には、例会や各委員会での討議、ホームミー

ティングで採用の可否の議論を重ねて、ＣＬＰを取り入れた細則を採用することに決定い

たしました。19 もの細分化されていた委員会組織を 5 の委員会に集約、スリム化して、ク

ラブの長期計画と合致した年間計画を設定する、ＣＬＰ委員会、指名委員会、内規規定委

員会、の特別委員会を設け、クラブ運営に継続性を持たせる仕組みを作りました。会員は、

管理部門の委員会と奉仕部門の委員会の 2 つの委員会に所属することにより、会員増強、

出席奨励、例会プログラム、親睦を始め内外への広報発信、と奉仕部門の職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕、新世代育成奉仕、へ積極的に参加し現在に至っております。これは当成

田ロータリークラブがＣＬＰを導入し活性化が図れた要因ではないかと考えております。

然し、堪えず活動計画に沿って検証を重ね、マンネリ化を防がなければなりません。 

今年度の活動方針として 

１．会員増強については、長期計画に沿ってただ入会できる人ではなくロータリアンとな

れる人の勧誘に努め、最もふさわしい候補者の入会が進行中です。 

２．クラブ広報については、クラブＨＰのリニューアル、奉仕活動をマスコミへリリース

する。 

３．親睦については、多くの会員が楽しく参加できるような魅力のなる家族例会、同好会
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等、適宜開催する。 

４．奉仕活動については、「職業奉仕」の理念は、会員個々の職業の質を高め道徳心を高

揚する事に有り、職業奉仕についてのディスカッションや、職業奉仕に精通された方の

卓和を計画する。 

５．昨年３．11 の東日本大震災では義捐金、成田へ疎開された方への支援等行ってきまし

たが、今年度もこれを風化させないよう支援の方法を考えていきたいと思っています。

これについては、諸岡社会奉仕委員会リーダーを中心に進めて頂いている所です。 

６．新世代奉仕については、平野年度まで継続事業として開催してきた中学校剣道大会、

サッカー大会を開催し、大澤新世代奉仕委員会リーダーを中心にインターアクト委員会

の活性化や、新に成田ボーイスカウトを支援する事によりローターアクトの復活に繋が

ればと活動を頂いている所です。 

７．ロータリー財団・米山記念奨学については、歴代の会長の指導の下、地区内でも最も

優れた高額の寄付を行ってきておりますが、今年度も引き続き例年通りの寄付を御願い

いたします。 

 

◇ 表彰 

米山記念奨学 

米山功労者（第５６回メジャードナー）  

平山 金吾 会員 

 

◇ 委員会報告 

○新世代育成委員会  大澤 浩一 リーダー 

８月２９日（水）若松旅館において新生代育成委員会を行いまして、報

告させていただきます。 

・参加者  小宮山、石川、松田、神崎、平山（秀）、大澤 

   篠原圭助（日本ボーイスカウト千葉県連盟成田第一団・団委員長） 

   大川正芳（同上・コミッショナー） 

・内 容  ①ボーイスカウト活動について 

      ②成田ＲＣとして成田第一団をどのように支援出来るか。 

・意見等  ①ボーイスカウトについて 

・ １９０７年イギリスのロバート・べーデン・パウエル卿が設立。 

・ 青少年の健全育成を通じて「より良き社会を作る」（Creating Better World）こと

が目的。 

・ 仲間達と自然の中で遊びながら、より良き社会人を目指す活動を行う。 

・ 年齢別に小学校入学直前から２５歳までの者を５つのグループに分けている。因みに

ボーイスカウトとは小学校５年生９月から中学校３年８月末までの者。（他に、ビー

バー、カブ、ベンチャー、ローバー） 

・ 全国に２６２０団、約１５万６千名。（スカウト９．４万、指導者６．６．２万） 

・ 千葉県は１２０団。成田第一団は昭和２５年設立で現在スカウト４８名、指導者２０

余名、計７０余名。 

活動＝１月３日 参道清掃奉仕、４月８日花祭りパレード、 
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１０月成田市花火大会後の清掃、 

１２月Ｘｍａｓパーティー、赤い羽募金、ｅｔｃ． 

      ②方向性等 

・ 一方的に支援するのでなく、双方の年間行事をにらみながら、協力してできるものを

検討する。 

・ 大栄町津富浦のキャンプ場等でのボーイスカウト活動を移動例会の形で見学参加す

るのなども一つの考え方。 

・ ボーイスカウト側は上記キャンプ場にキャンプ用具収納のためのプレハブがあれば

便利だとのことだが、これを寄付してはどうか。 

・ 具体的計画等については成田第一団・団委員長の篠原氏と同団顧問で成田ＲＣメンバ

ーの小池氏とで案を練ってもらう。 

 

○ロータリー財団・米山記念奨学委員会  

佐久間 高直 会員／工藤 照淳 会員 

・ポリオプラスに橘 昌孝より寄付をいただきましたので

ご報告いたします。 

・市村会員より、米山記念奨学とロータリー財団へ寄付を

いただきました。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 会員 

１．新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業「ダメ・ゼッタイ」普及運動

「国連支援募金」に協力のお礼の書面が届いております 

２．9 月 14 日は月見例会です。  

場所：ゆめ牧場 

バス：成田ＪＲ西口 U－シテイ・ホテル前より 5 時 15 分出発 

点鐘：18 時 30 分 会費：6,000 円 締め切り 9 月 10 日事務局まで 

２．9 分区親睦ゴルフコンペの案内が届いております  

日時：10 月 25 日 

場所：富里ゴルフクラブ  

登録料：クラブ負担金 30,000 円 個人負担金：3,000 円 プレー費：14,500 円 

参加申し込みは成田会員までお願いいたします 

３．第 11 回ロータリー全国囲碁同好会の案内が届いております  

会場：日本棋院会館  

主催：ロータリー囲碁同好会日本支部です 

４．印西ロータリークラブ、八街ロータリークラブの週報が届いております 

 

◇ 卓話 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 得居 仁 様 

 

松戸東ロータリー・クラブ得居仁でございます。国際ロータリー第２７９０地区ガバナ

ーとして、成田ロータリー・クラブに公式訪問ができますことを大変光栄に存じておりま
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す。 

先刻行われました会長・幹事懇談会におきまして、成田

ロータリー・クラブの現状とこれからの展望、課題などに

ついて、率直な意見交換をいたしました。成田ロータリー・

クラブの日頃の奉仕活動に深甚なる敬意を表する次第であ

ります。どうぞ今後とも、クラブ発展のため、更に一層の

ご研鑽、ご尽力下さることを期待いたします。 

３０年ぶり、日本から３人目である、埼玉県八潮ロータ

リー・クラブ 2012‐13 年度田中作次国際ロータリー会長の

今年度のテーマは「奉仕を通じて平和を」であります。 

田中会長は、ロータリーは、国や民族間の友情と寛容を推進することで、互いに理解し

合う最も伝統的な意味での「平和」の後押しをすることが出来るとして、世界３都市での

「ロータリー世界平和フォーラム」の開催を決定されました。２０１３年５月１７、１８

日両日の「平和はあなたから始まる」をサブタイトルとする広島大会に、日本３４地区そ

れぞれから、最大２０名のロータリアンと１０名の新世代の参加が要請されております。 

また田中会長は、ロータリアンは、自分よりも他のひとのニーズを重視する、「超我の

奉仕」というロータリーの標語は、自分だけではなく、社会全体のためを考えよと教えて

くれる言葉であり、「超我の奉仕」を実践することにより、私たちは、「平和」すなわち

「心の平安や家族の幸せ、満足感」「人間の基本的なニーズが満たされた安全な状態」を

実現することが出来る、とされておられます。 

田中会長から地区ガバナーに対して、①「ロータリー世界平和フォーラム」推進、参加

に加えて、②ロータリー戦略計画３つの優先項目である「クラブのサポートと強化」「人

道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度の向上」に力を注ぐこと、及び③「奉

仕を通じての平和」の精神をもって、ロータリーの究極の目的である平和な世界に向けて

邁進すること、の３点の要望がなされています。 

さて、これより私の今年度ロータリーの取り組み方とロータリー観を申し述べたいと存

じます。 

RI 定款と皆様のクラブ定款のそれぞれ第４条に規定されております「綱領」は、大綱で、

つなぎ、まとめられた最も重要なものであることを意味する言葉であり、また同時に、国

家に譬えれば憲法に匹敵する性格を有する基本的且つ重要なものであります。私たちロー

タリアンがロータリーの目的、目標とするに留まらず、これを守り通し、守り続けて行か

なければならないものなのであります。 

「ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し」

と宣言しています。「ロータリーの目的は、奉仕という基本理念の上に立って事業が行わ

れるようにすることにある」というのですから、ロータリーの目標は唯一つ、職業奉仕の

推進以外にはなく、これに尽きるのであります。 

ロータリーは、職業奉仕の推進を目的とする実践的倫理運動であり、職業奉仕を中心と

し、そこから、新たに加わった新世代を含む４部門の奉仕の輪が広がり、それを結んだ輪

の上に関連した諸活動が円形に広がって回転しているのが基本構造である、と私は考えて

います。 

地区ガバナーは、地区内クラブに対する指導と監督を行うことで、ロータリーの綱領を
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推進する任務を課せられております。今年度私は、クラブ活動計画書掲載のご挨拶「利己

と利他との調和」にもありますように、地区内のクラブに以下の９項目の要望をいたして

おります。 

１．職業業奉仕の更なる推進を図ること。 

２．職業奉仕理念の理解を深め、職業奉仕の実践を極めていくことを目指して、クラブに

研修委員会を設け、或は研修を担当する委員会を定めて、クラブ会員の研修を重ねること。

その効果により、高潔であり、品格・徳性を備え、地域社会で尊敬されるロータリアンを

数多く生み出し、「クラブのサポートと強化」並びに「ロータリーの公共イメージと認知

度の向上」を果たすこと。 

３．新世代奉仕活動を RI プログラムのみに限定せず、地域社会、国家、民族、ひいては地

球の未来を担う新世代の若者の健全育成を図るための、社会奉仕委員会とのクロス・プロ

モーションによる奉仕活動を実施し、「人道的奉仕の重点化と増加」に資すること。 

４．異なるものが提携することにより、それぞれの活性化を生み出します。委員会の垣根

を取り払って協同で活動する委員会クロス・プロモーション活動を実施することにより、

「奉仕を通じての平和」の精神を以て平和な世界に向けて邁進すること。 

５．これまでの奉仕活動が前年踏襲だけで行われていないかを検証し、新たな発想で奉仕

活動の展開を図ること。 

６．例会の意味を改めて問い直しして、自己研鑽を重ねつつ、親睦の醸成を図り、その親

睦の歯車の回転エネルギーをロータリーの奉仕に伝えることが出来るような例会とするこ

と。 

７．各クラブ会員純増１名の実現に力を尽くすこと。 

８．「職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう」のテーマの下に開催されるロータ

リー情報研究会とこれに先立つクラブ職業奉仕委員長セミナーを効果あらしめるための全

面的な協力を実施すること。 

９．広島で開催されるロータリー世界平和フォーラムの推進と参加への協力を図ること。 

先般地区内各クラブに、クラブ会員研修の教材として頂きたく、冊子「忘筌」を３冊ず

つお送りいたしました。 

 「ロータリーの基盤は職業奉仕であり」、「ロータリアンの責務は、事業と私生活にお

いて、高い道徳的水準を持ち続けること」、「ロータリーとは、異業種ながら志を同じく

する職業人の集まりで、個々に清純で温かな心で地域社会に奉仕の手を差し伸べること」

「ロータリーが職業奉仕を失えば、単なる社会奉仕団体に成り下がる」と述べられた

2009-10 年度ジョン・ケニー会長と同様に、田中会長も、「事業を成功させるには、顧客

の満足を追求する以外にないという結論に達しました。顧客に喜んでもらえれば、事業も

成長します。そうすれば私自身も幸せになれる。しかし、それは事業が成功しているから

だけではなく、人を幸せにしてあげることができたという認識があるからです。」として、

折に触れて職業奉仕の大切さを説いておられます。 

 「Community Service の主体をクラブに置き、社会一般がロータリーに要望する社会福

祉事業も実践すべし」とする行動派と、「ロータリーは会員個人の職業を通じて、事業上

の啓蒙思想の活動に置くべき」とする理論派との間の議論の激突により、今にも分裂しか

ねない重大な危機を迎えたロータリーは、１９２３年セントルイス大会において決議２３

－３４を成立させました。決議の時点において、４大奉仕（現５大奉仕）に分化する奉仕
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概念は未だ成立していませんでしたし、また決議前文において、「ロータリアンのすべて

がその個人生活、事業生活、及び社会生活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成する

ことが Community Service（社会奉仕）である」としていることからしても、決議２３－

３４は現在の「社会奉仕」だけに限定して適用されるべきものではなく、「（広く全ての）

奉仕の実践に関する決議」であるというべきであります。 

 決議２３－３４は、「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利

己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に

存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学は、奉仕―『超我の奉仕』の哲学

であり、これは『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる』という実践的な倫理原則に

基づくものである。」と宣言しています。 

無限に増殖していく人間の本能である欲望に手綱をつけて、「欲望を自己制御」するこ

とが、「利己と利他との調和」を図るロータリーの「超我の奉仕」の「人生哲学」、即ち

心構えであり、「利己と利他との調和」こそが、人と人との間柄、職業人・実業人とその

相手方との関係を律する実践的倫理基準、即ち行動規範の偉大な原理であります。 

私たちロータリアンは、例会において、親睦を通じて、心を磨き、自己研鑽に励みます。

また道徳心を高揚させて、自らの徳性と品格を高め、更に自己研鑽のエネルギーを奉仕の

心として、それぞれがそれぞれの職業の質、職業倫理の向上を諮るのです。ロータリーの

実践的倫理基準「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。He most profits who serves 

best.」に依拠して、「利己と利他との調和」という最高善を求め続けること、それがロー

タリーなのだと、私は考えています。 

 終りに当り、成田ロータリー・クラブのますますのご発展と、会員皆様のご健勝を祈念

いたしまして公式訪問のご挨拶といたします。 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

 

◇ 記念撮影 
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◇ 司会／石川 憲弘 幹事 

◇ ガバナー補佐挨拶  宮川 欽一 ガバナー補佐 

本日は、第２７９０地区得居ガバナーと成田ロータリー・クラブの

皆様と直接話し合える貴重な機会でございます。成田ロータリー・ク

ラブさんは経歴もさることながら、会員増強はもとより、ＣＬＰに即、

取り組まれ、各奉仕活動を含め、ロータリー財団また米山記念奨学

等々にも沢山の寄付を頂き、その実績から非常に深い理解を示されて

おります。８月１９日、平山パストガバナーもいらっしゃっていまし

たが、米山記念奨学セミナーでも成田ロータリー・クラブさんは第９分区というより県下

で断トツの実績を示され、ガバナーはじめ各地区委員の方から大変な評価をされておりま

した。そして、私たち同じ分区内のクラブからみますと、成田ロータリー・クラブはパイ

ロット的な素晴らしいクラブでございます。先ほどから話されておりますが、職業奉仕に

軸足をおき新世代奉仕と、社会奉仕等々の共催（いわゆるクロスプロモーション）で更な

る向上をあげておられます。成田ロータリー・クラブさんがますますの底上げと更なる隆

盛を極めるべく、今日は得居ガバナーと心いくまで話し合っていただければ、私としても

幸いです。本日はありがとうございました。 

 

◇ ガバナー講評 

（各委員会報告は活動計画書に記載されているため割愛させていただきます） 

１．会員増強・退会防止委員会 佐瀬 和年 委員長 

大変会員数が充実しているクラブであるにも関わらず、今年度の会長は

純増２名を目指すと言っておられまして、大変心強い限りです。地区全

体としてはじりじり減ってきておりまして、資金的にも大変苦しい時代

がすぐそこまで来てしまうのではないかと思っておりますので、ご活躍

のほどお願いいたします。成田ロータリークラブであれば、純増３名、

４名でも可能ではないかと思っております。 

 

２．クラブ広報委員会 長原 正夫 委員長 

活動目標３番目に記載されております報道関係者との懇談会ですが、私

が会長をやっておりますとき（７，８年前）に、松戸市に記者クラブが

ございますので定期的に懇談会を開いてはどうかと提案したのですがま

ったく聞き入れてもらえませんでした。これを読んで当時を思い出しま

した。これができると素晴らしくなっていくと思います。また、ロータ

リーに対する取り上げ方も変わってくるのではないかと思っております。 

 

 



 9 

３．クラブ管理運営委員会 秋葉 博行 委員長 

「新入会員など内部卓話を充実する」とあります。諸岡ＣＬＰ委員長の話

から、新しい会員が３分の１を占めているとなると、それぞれがそれぞれ

のお仕事を見てもあまりわからないような状態になってきているのでは

ないかと思います。そのためにも、私は、会員卓話を充実させるべきであ

ると考えております。これは私としても大変嬉しいことです。ついでに申

し上げますと、卓話をなさる時に、その方がその方にとって職業奉仕をどう考えているか

を一言付け加えていただきますと私は幸せでございます。 

 

４．奉仕プロジェクト委員会 神﨑 誠 委員長 

国際奉仕（青少年交換）ですが、正直申し上げて、地区の青少年交換は

出すほうが私の目から見てグズグズになっております。是非このような

力のあるクラブ（特にインターアクトの会員）に留学の機会を与えて送

り出していただくというのは、私の申し上げている新世代奉仕のクロス

プロモーションにぴったりであると同時に、地区の青少年交換を立て直

したいと強く希望しておりますので、これを実現していただきたいと心からお願い申し上

げます。 

新世代奉仕について、一言。ボーイスカウトの活動について先ほどお話が出まして、大変

素晴らしいことだと思いますし、インターアクトクラブの支援は、ややもすると全般的に、

（特に県立高校が）休んでしまうという話が出てきている中で、インターアクトの人数が

どんどん減ってきている状況でございますので、是非頑張っていただきたいと思います。 

茂原ではローターアクトが復活いたしました。ローターアクトの復活も成田クラブならで

きるのではないかと強く希望、期待しております。 

 

５．ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学委員会 設楽 正行 委員長 

毎年大変な寄付をしていただいておりまして、ガバナーとして感謝申し上

げます。ある席で、平山パストガバナーに「どうしてそんなにたくさん寄

付をなさっているんですか？」と質問したところ、「これは先輩の米屋の

社長に、年度の初めに持っていくという習慣をつけることだよ」と言われ

たそうです。そしてそれを守っていると。その話を聞きまして、私も今年

同じようにいたしました。他のクラブに行ってもその話をすると同時に米

山・財団の月間だけにみんなの関心を集めてお金を集めるということではなしに、毎例会

において米山記念奨学・ロータリー財団の話をして下さいとお願いしております。このク

ラブでお話しするようなことではないかもしれませんが。 

 

６．Ｓ．Ａ．Ａ．   山田 真幸 会員 

何にも言うことはございません。 

 

７．会計    甲田 直弘 会員 

予算については先ほどの会長・幹事会で少し私の意見を申し上げましたの
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で、是非一度ご検討いただければと思います。 

 

８．ＣＬＰ委員会   諸岡 靖彦 委員長 

会員の３分の１が新人になってしまったということで、新たなＣＬＰの役

割について検討なさるということで、やはり何かをおやりになるというこ

とがクラブの活力・活性化に繋がるんだなと感心して読んでおりました。 

 

９．クラブ研修委員会   平野 省二 委員長 

先ほどお願いしましたように、ここには年２回の研修セミナーということ

で記載されてございますが、今年に限りましては職業奉仕委員会と連携を

とっていただきまして職業奉仕を中心とした研修をお願いいたします。 

 

10．内規規定委員会   松田 泰長 委員長 

ＣＬＰを採用された上に、過去数年を振り返って細則・内規をもっと身近

な存在になるように検討していきたいということですが、見直すところが

あれば見直していただきたいと思います。 

 

≪全体の講評として・・・・・≫ 

講評などということは全くなくお願い事を何点かいたしました。大変素晴らしいクラブ活

動計画が出来ておりまして、これが毎年実現されていくことは、素晴らしいクラブなんだ

なと認識いたしました。今日は本当に良い経験をいたしました。ありがとうございました。 

 

◇ 質疑応答 

近藤 博貴 会員 

Ｑ）『ロータリーの友』平成 24 年 6 月号に、「同論・異論」という特集記事があり「ロ

ータリーでいう親睦とは？」の標題で、全国の会員から意見を求めた記事が掲載されてい

ました。 

 この中にはクラブの親睦と言えば、宴会やゴルフ、旅行などを指す場合が大半だと思わ

れるという意見がありました。当クラブでも毎年恒例で、このような親睦活動を行なって

いますが、これらの活動が決して無意味だとは思っていません。しかしながら、これでよ

いのかという疑問も持っています。長年続けてきた親睦の内容を、この際再考する時期か

も知れないとも考えています。地区内のクラブで、特筆するような親睦活動を行なってい

る例がありましたら、ご教示下さい。また、親睦活動について、ガバナーのご意見も伺え

れば幸いです。 

 

Ａ）去年のカルヤン・バネルジーＲＩ会長は、ロータリーの友で＜ロータリーの親愛なる

兄弟・姉妹の皆さんへ＞とロータリアンに呼びかけていますが、今年のＲＩ会長の田中さ

んは＜親愛なるロータリーの朋友の皆さんへ＞と呼びかけています。ロータリーの親睦は

フェローシップ（フェローとは同じ志をもった人との交わりと何かで読んだことがありま

す）だそうです。これを前提に更に話を進めますが、私は酒も飲まず、ゴルフもやりませ

ん。そして人と旅行するのは大嫌いです。そう言う訳でクラブの親睦に参加する中身があ

りません。私も親睦については色々考えてしまい結論も持っておりません。地区内のクラ
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ブ１９クラブ目ですが、会員数の少ないクラブでは家族全員で何かをする、集うというの

を写真で見たことがあります。 

諸岡 靖彦 会員 

Ｑ）私どもは模索しながらＣＬＰを導入しておりますが、ＣＬＰがいくつか理想としてい

るものがあり、一つは会員が全員で参加するということです。本日の例会もそうですが、

例会とクラブ協議会で出席者が減ってしまいます。はたしてこれで前向きに参加している

と言えるのか。新入会員（２、３年で異動を余儀なくされるサラリーマン会員など）にど

ういう形でクラブの活動に参加していただくか、またそれに自発的に活動していただくに

はどうしたらいいか。 

 

Ａ）松戸ロータリークラブでは、織田ガバナー年度のときに「職業奉仕を語りあう研修」

というのを月に１回、例会終了後に１時間やったそうです。会社員である会員の方たちは

ロータリーでこういう話が聞けたのは初めてだということで大変興味をお持ちになり、ア

クティブにクラブ活動をやられたそうです。皆さんの仲間に入れてあげて何かをテーマに

して話し合いの席に着いてもらうというのも一つの方法だと思います。私は当時ガバナー

補佐でしたが、松戸ロータリークラブに行きますと、壇上で皆さんの熱気を感じました。

この熱気はなんだろうと思いましたが、次の時にエレクトで挨拶に行きましたらパタリと

無くなっていました。年度が変わり「職業奉仕を語りあう研修」というのをやらなくなっ

たそうです。１年間ではありますが、そういうことで成功したクラブがありました。 

 

Ｑ）ガバナーがお考えの＜職業奉仕像＞、つまりロータリアンとしてのあるべき奉仕の理

想、職業倫理と奉仕活動について、経験談を含めてお話しください。 

 

Ａ）私の仕事は倫理に危うい仕事でして、常に危険と背中合わせの仕事です。紛争を起こ

して取りえず着手金だけを貰えばいい、或は和解金狙い、という弁護士さんも実際いらっ

しゃいます。私は企業からの売り上げが９５％で個人が非常に少ないということもあるの

ですが、企業に対しての訴訟の中で、ちょっとした失敗に付け込んでいくらかのお金を取

り立ててやろうという訴訟が年に２回か３回はありますが、３０万円の訴訟でも２年かか

ろうが３年かかろうが徹底的に争います。個人消費者を相手にする会社の顧問弁護士をや

っておりますが、いかがわしい請求が起きますとそれが続きます。そうしますと３０万円

や４０万円の訴訟、紛争事になりますと、私どもが頂く手数料は５万円、１０万円なんで

す。これを２年も３年もやっていると完璧に赤字で泣きたくなることもあります。しかし、

それを潰しますと今後そういうことが無くなるんです。今は暴力団対策法が出来まして、

暴力団はなくなりましたが、昔はそんなことを言わなかったような人たちが、文句を言い

裁判まで起こしてしまう。堅気のヤクザ化と私は言っています。そういう時に私ができる

のは、それを許さず、徹底的に戦うことです。次に、私のクライアントにとって何が一番

いい結果なのか？裁判の結果に１００％の信用がおけません。これだけ証拠が揃っていて

も負けるかもしれない、こういう恐れがあります。そういう時に、どうするか？依頼者に

説明して危険を避ける方が良いか、危険を冒してでも結果を得るのかということです。ま

た、若い時は（ロータリーに入っていないとき）、この辺で手を打ったほうが私としても

楽かなという思いが起きました。悪魔の囁きです。この悪魔の囁きを聞かないで頑張ると

いうことを、（事務所の若い弁護士に）言い続けていますし、ロータリーの職業奉仕で教

えられて、倫理ということを重ね重ね言われておりますので、少なくても批判されるよう
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なことはしていないだろうと思っておりますが、（最高善を求める職業奉仕として）まだ

まだ足りないところもあるだろうと、ずっと努力していこうと思っております。 

 

Ｑ）地区協議会で、がバナーは公式訪問では各クラブとロータリーについて語り合いたい

とおっしゃいました。算数のように正解のない問題なのですが、クラブ研修の方法につい

て、当成田クラブの状況をご判断いただいたうえでどんなやり方がよいのかご指導くださ

い。 

 

Ａ）成田クラブはパスト会長さんが上がりにならない。多くのクラブでは会長が終わると

上がっています。アクディブに動いてないというのが現状のように感じます。そういう意

味で、このクラブは大変素晴らしい伝統を持っていらっしゃると思います。そういう方が

中心になって今のような事を根気よくお続けになることが一番なのではないかと思ってお

ります。 

秋葉 博行 会員 

Ｑ）我々一般ロータリアンからは、毎年ガバナーがＣＬＰ賛成派又は、反対派に変わり、

地区の運営がスムーズにいっているとはとても言えない状況に見えます。クラブ単位でＣ

ＬＰ導入する、しないはそれほど問題有りませんが、まとめ役の地区は、ＲＩの意向に沿

いＤＬＰを導入するのが本来の姿だと考えます。それができないのなら、せめてどちらか

に統一した地区運営をお願いしたと思いますが、ガバナーの見解をお聞かせ下さい。 

 

Ａ）ＤＬＰの委員会構成にしてはどうかといご意見ですが、手続要覧の地区委員会構成を

見ていただきますと、欠けているのは拡大だけだと思います、ＤＬＰの委員会は、現在の

私の地区の委員会が兼務したり、それを設けておりまして、そういう意味では、私はＤＬ

Ｐに反してはいないと考えています。ただ一つ付け加えたいのは、５大奉仕という考えを

ＲＩではしています。しかし、実際問題ガバナーとして各クラブに奉仕活動について示唆

をし、要望していく場合、どうしても５大奉仕というようなことを置いた委員会を設けな

ければいけないだろうと言うことから、私はＤＬＰを意識しながら５大奉仕という形で委

員会構成を作っておりますので、足りないことは拡大（委員会）だけだと思っております 

 

設楽 正行 会員 

Ｑ）毎年新入会員の研修会等々さまざまなん研修を行ってはおりますが、毎年一貫したプ

ログラムがなく、悩んでいます。今ちょうどプログラムを作ってマニュアル通りに毎年、

これをやろうと複数の会員で模索しております。一貫した毎年できるようなマニュアルが

あれば教えていただけないでしょうか。 

 

Ａ）私が地区協議会で単年度制、プロはいらないということを申し上げました。これは地

区委員会について申し上げました。これには公の場で申し上げることはできませんが深い

意味があります。ただし、クラブに対して単年度制を導入して下さいとは一言も言ってお

りません。クラブはクラブでお決めになればいいと思っております。その点だけはご理解

いただきたいと思います。付け加えますとＲＩの会長は複数年制にして報酬を支払うとい

うことが規定審議会に出そうだというようなことを去年のニューオリンズの世界大会でノ

ルウェーの元ＲＩ会長であるスティングハマーさんが言っておりました。私はそれに対す

るアンチテーゼの意味も含めて言っております。それから研修のマニュアルですが、それ
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ぞれのクラブに共通で使えるようなマニュアルを作成するのは地区では１２０％不可能で

あると思います。それぞれがそれぞれの職業をお持ちの職業奉仕に徹して、品格・高潔性

のある方たちの集まりの中で、全員が右を向いたり左を向いたりというのは気持ちの上で

はすっきりしない気がいたします。そういう意味では試行錯誤しながら繰り返しやってい

くというのがベストではないかと思います。 

石橋菊太郎 会員 

Ｑ）成田クラブの C.L.P.に長期計画が謳われています。昨年まで R.I.長期計画がありまし

た。昨年 9 月の R.I.理事会にて長期計画を戦略計画（strategic）に内容は全く同じまま移

行しました。その理由は？また、この事を踏まえるとすれば、成田クラブの C.L.P.の長期

計画はどのような対処をすべきなのでしょうか？さらに、「多様性」という事も出てきた

が、もともとロータリーは一業種一人であり職業分類も既に機能しているのに、今更なに

を言いたいのでしょうか？ 

 

Ａ）私も国際協議会において同様の質問をした。回答は得られませんでした。 

 

Ｑ）先行した理解になるかもしれないが、今までのロータリーの行動の基準は章典または、

手続要覧だけだったが、その行動を体系的に表した物が戦略計画である。 

 

Ａ）Yes でしょう。成田クラブの C.L.P.長期計画への反映は自クラブでおやりなったらよ

ろしいかと思います。 

 

Ｑ）希望の風 は「友」八月号によると、84 地区のうち 12 地区だけのプロジェクトに規

模が縮小してしまいました、このまま存続するのかどうか、基金は毎年減るだけではない

のでしょうか？12 地区だけのプロジェクトに「ロータリー」の冠は適切なのですか？「ロ

ータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会」の存在の根拠はどこにあるのですか？「友」

にはまたロータリー日本地震災害復興基金というものが存在していますが、窓口はここな

のではないでしょうか？ 

 

Ａ）この件は、山田 P.D.C.が署名調印を行って、昨年度新たな協議会が設立され、今年度

は地区とは直接関係のないプロジェクトですので、コメントすることは差し控えます。 

 

―ＣＬＰについて一言― 

今年の国際協議会において、ＣＬＰといのは手続要覧にかかれた委員会の枠組みを採用し

なさいというのではありません。クラブがそれぞれのクラブの実情に応じて委員会構成を

考え直し、作りなさいというのがＣＬＰですという風に教わりました。 

 

大澤 浩一 会員 

Ｑ）昨年地区のインターアクトの委員で交際交流に関わっておりましたが、去年、初めて

地区で韓国馬山から生徒を３０数名受け入れ、うちの生徒たちには非常に良い刺激になり

ましたが、計画性がなかったように感じました。今年度はどういう計画か？ 

 

Ａ）馬山地区との交流は突然のことでもあり、また、問題が生じたので、私は地区と地区

としてお互いにしっかりした合意ができるところがよいと思い、台湾のガバナーと友人に
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なれたことから今年は台湾にしました。行くのは少なかったのですが、向こうは日本の正

月を味わいたいということで打診がありました。私としては大賛成ですが、実際ホームス

テイを受け入れるのは難しいかもしれない。まだ検討中であります。 

 

渡辺 孝 会員 

Ｑ）女性会員を増やすには？ 

Ａ）私の松戸東でも女性会員はゼロで候補にも上がってきません。会員を増やすには女性

会員も・・というのは簡単なことです。私はどういう行動をするかはクラブが決めること

だと思います。前例のあるクラブにご指導いただくのが一番かと思います。 

千葉クラブに伺った時に、私の同業者に千葉市内のロータリークラブに推薦できる人を何

人か知ってるので、他の千葉市内のロータリークラブに名簿と未充填表をくれないかと言

われましたが、個人情報の関係で駄目だと言われたそうです。これは非常に勿体ないこと

です。ＲＩも増強増強とは言いますが、具体的なことは何にも言いません。それぞれの分

区内で、充填された職業分類のクラブの会員に未充填クラブの同業の方を紹介してもらう

と言うのもいい考えだと思いました。 

成田 温 会員 

Ｑ）昨年度まで地区の委員をやっておりましたが、出すほうに問題があるとおっしゃって

いました。私も感じておりました。ロータリアンの子弟が多いのが実情です。本来であれ

ば少し疑問に思うような子でも１０か月のオリエンテーションで教育してやっていけばど

うにかなるかと。しかし、それだと向こうで問題を起こしたりすることもありました。 

本年度からは出しても恥ずかしくないような生徒を出したほうがいいのではないでしょう

か。 

 

Ａ）先ほどグズグズだと申し上げましたが、ここでは言えない事もあります。ただ基本的

には出して恥ずかしくない子供を出したいと思っております。これは家庭を含めてです。

そのためにも成田クラブからも是非推薦していただければと思います。 

 

◇ 閉会の辞   遠藤 英一 会長エレクト 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

豊田磐 会員 8月 8日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山四郎、神崎誠、大澤浩一、成田温 各会員 8月 20日 第 46 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会 

喜久川 登 会員 8月 20日 深谷ノースロータリークラブ 

佐瀬和年、小川賢、平山秀樹、近藤博貴、石川憲弘 各会員 8月 24日 増強・選考・職業分類 

渡辺孝 会員 8月 29日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

小宮山四郎、石川憲弘、松田泰長、神崎誠、平山秀樹 

大澤浩一 各会員 
8 月 29 日 新世代育成委員会 

大澤 浩一、池内 富男、浅野 洋介、矢島 紀昭、成田 温 会員 8月 29日 宮川君出向かえ 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６０ ５８ ４４ １４ ７５．８６ １００％ 

  


