国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー

第 2760 回例会 平成 29 年 8 月 4 日（金）

◇先月の出席率
香取 竜也 出席奨励リーダー
先月の出席率は 76.73％でした。来週、再来週と休会になります。
今月の通常例会は最終週の 1 回となります。26 日（土）は剣道大会
もありますので、メイキャップをよろしくお願いします。
◇例会場の注意
矢島 紀昭 会員
携帯はマナーモードか電源をお切りください。次に欠席届の提出を
お願いします。様式はクラブ活動計画書の 109 ページにあります。
今日も楽しい例会になるようご協力よろしくお願いします
◇
◇
◇
◇

点
鐘
国歌斉唱
ロータリーソング
四つのテスト

◇

お客様紹介
寺嶋 哲生

成田

温

会長

それでこそロータリー
笠原 智 会員

第 2790 地区ガバナー

諸岡 靖彦 第 9 分区ガバナ―補佐
柏ロータリークラブ 神野 美明 様、岡本
成田コスモポリタンロータリークラブ 金子
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祐彦
公久

様
様

◇

誕生日

※時間短縮も含め、今年度はニコニコと記念日のご奉仕を受
付でいただいております。御協力よろしくお願い致します。
飯田正雄会員Ｓ23.8.20、湯川芳朗会員Ｓ24.8.23（欠席）
諸岡正徳会員Ｓ37.8.15、久米剛会員Ｓ37.8.31
田渕公敏会員Ｓ44.8.25（欠席）、甲田直弘会員Ｓ47.8.1
◇ 結婚記念日
田渕公敏会員Ｈ11.8.25（欠席）、齊藤三智夫会員Ｈ20.8.13
◇

ニコニコボックス
喜久川 登 会員：市有地の管理等に関する審議会というのがあ
りまして、8 月 2 日の審議会でその会長になりました。TPP や国
家戦略特区などで成田が非常に輝いておりますが、その土地に関
するものは全てこの審議会において審議されます。
角田 幸弘 会員：1992 年に始めましたアバルトカップと言う車
の競技会を主催しております。先週の日曜日、今年で 25 年、年に
4 回開催しておりますので 100 回を迎えます。チームコースは山

武市の成田モーターランドですが 100 回を記念して群馬県にある
群馬サイクルスポーツセンターにて力ライムと言う競技が無事終
わりました。CAR GRAPHIC と言う車のエンスージアストには
バイブルのような雑誌の取材が入りまして、昨日ウェブ上にアップされましたので紹介が
てら持参しました。回覧いたします。
◇

会長挨拶

成田

温

会長

寺嶋ガバナー今日はようこそお出でくださいました。よろし
くお願い致します。
寺嶋ガバナーは柏市商工会議所の会頭とお聞きしております。
成田クラブには成田市商工会議所会頭の池内会員、副会頭の
諸岡会員、同じく副会頭の小泉会員が在籍しております。た
ぶん会議所関係でお知り合いかと思いますが、せっかくです
ので成田市の現状を簡単にご説明いたします。
成田市は「住んでよし、働いてよし、訪れてよし」基本理念として掲げ、実現に向け着実
に進んでいるところです。
成田市にとって重要な要素である成田国際空港は LCC の更なる拠点化に向けて第３ター
ミナルがオープンするとともに、第３滑走路の整備等様々な機能強化策の取り組みが進め
られております。
まず成田市の人口ですが、H２８年１２月現在約１３２千人でございます。
その内、空港での就業人口は約１５千人で空港内就業数の３６％、成田市民の生産年齢人
口の６人に１人が空港で就業しております。
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また、成田市の固定資産税収の６０％が空港関連税収で占めております。
もじ通り空港あっての成田市と言えると思います。
成田市内の多くの事業者が圏央道や北千葉道路の整備による交通ネットワークの充実が産
業の振興に与える影響が大きいものと考え流通の効率化への期待も高まっております。
それに関連して、成田市公設卸売市場の移転・整備に伴う、成田市場の輸出拠点化プロジ
ェクトにより日本の農林水産物・食品の輸出拠点化も取り組まれております。
また、国家戦略特区により H２９年４月に国際医療福祉大学医学部が開校いたしました。
この学校の特徴は大多数の科目が英語で行われるそうです。
定員１４０名のうち２０名は東南アジアを中心とした留学生を受け入れ、将来母国の医療
分野のリーダーになる人材を育成するそうです。
更には、医学部付属病院「国際医療福祉大学成田病院」を２０２０年に開設を目指してお
ります。この病院は「感染症国際研究センター」や「国際医療人材トレーニングセンター」
などを設置し約１０ヶ国語に対応できるスタッフの配置、ハラル食など各国の食事の対応
等の最先端の医療を提供する世界基準のハブ病院を目指しております。
等々成田市は千葉県内、あるいは全国的にも元気のある都市でございます。
何か自慢話のようになりましたが、お許しいただき今日の会長挨拶を終わります。ありが
とうございました。
◇

委員会報告

・奉仕プロジェクト委員会
堀口 路加 委員長
8 月 26 日（土）の剣道大会について報告させていただきます、剣
道大会の開催会場の件についてですが、当日は七つの競技が重な
っており、 駐車場の確保が難しくなっております。深堀会員から
3 台、平山会員から 5 台駐車場をお借りすることが決まっている
そうです。その他にご協力いただける方は矢野会員までご連絡お
願いいたします。剣道大会は 9 時から 3 時まで、例年より 2 時間
ほど長い大会になるそうです。昼食の用意がありますので、お弁当が必要でない方は事務
局までご連絡をお願いします。駐車場に関しまして、全員の車がおけない可能性がありま
すので後ほどどこへどのような形で止めていただくかご連絡させていただきたいと思いま
すのでご協力よろしくお願いします。
・会員増強・退会防止委員会

諸岡

正徳

委員長

第一回目の委員会を 8 月 18 日（金）午後 6 時半から菊屋さんでお
こないます。
・プログラム
久米 剛 リーダー
8 月 25 日例会終了後、第二回目のプログラム委員会を開催いたし
ます
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◇

幹事報告

長原

正夫

幹事

【回覧】
・クラブ活動計画書
白井、佐原ロータリークラブ
・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 330 号
・地区大会記念ゴルフのご案内
・ガバナー事務所夏季休業のご案内
・会員増強・新クラブ結成推進月間リソースのご案内
・RI 日本事務局 財団室 NEWS 8 月号
「2017－18 年度版寄付・認証 ロータリークラブの手引き」
【連絡】
・会員名簿の写真撮影を 8 月中の月曜日又は火曜日に行いますので、事前連絡の上、直接
アップルへお越しください。9 月 1 日金曜日、例会前の 11 時からビューホテル宴会場でも
行います。上着、ネクタイ、徽章着用での撮影となります。
・8 月 11（金）、18（金）休会となります。
◇

表彰

・米山記念奨学会 第 10 回米山功労者
設楽 正行 会員、諸岡 靖彦 会員
・ロータリー財団
第 2 回マルチプルポールハリスフェロー
齊藤 三智夫 会員
◇ 卓話
寺嶋 哲生 ガバナー
本年度ガバナーを仰せつかっております寺嶋でご
ざいます。本日は、成田ロータリークラブの例会に
出席させていただき、大変光栄に存じます。この卓
話では、RI 会長テーマや私の運営方針など、只今私
の思うところを縷々お話し申し上げます。
始めに、2017-18 年度、RI 会長テーマについて、
話を申し上げます。イアン・ライズリー会長が公表
された会長テーマは、英文においては「Rotary :
Making a Difference」、日本語訳では「ロータリー：
変化をもたらす」でございました。このテーマをどう解釈すべきであるか。ライズリー会
長の記された文章や講演から、会長はこのテーマを通じて次の三つの事柄について言及し
ていると思います。一つ目は、RI が推奨してきた世界有数のボランティア団体を目指すと
する方向性を、会長自らも継承し、推進するという事。二つ目は、その為に、私達ロータ
リアンには実践的・具体的な奉仕プロジェクトを強く推奨するという事。三つ目は、その
奉仕プロジェクトは、決して自己満足に終始することなく、受益者の人生や境遇を変える
結果を伴うものとすべき事。ライズリー会長の真意はこのようなものであると、私は理解
致しました。
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さて、実践的な奉仕プロジェクトを推奨し、かつ、柔軟性を導入した RI ですが、しかし
私は職業倫理を中心とした奉仕の理念を決して忘れた訳ではないと考えております。昨年
名古屋で行われた情報研究会において、前 RI 会長であるジョン・ジャーム氏は、「2016
年の規定審議会において、ロータリーの運営方法については大幅な柔軟性が認められた。
しかし、ロータリーの目的や中核的価値観には全くの変更はなく、ロータリーの本質は些
かも変わっていない。」と述べられております。同様の発言は、先の国際協議会において、
ライズリー会長もされております。
では、今後のロータリークラブは、どのような存在意義を持つのか。私の地区運営の基
本的な考え方をご説明する前に、只今日本が置かれた時代背景から考えてみたいと思いま
す。まずは、日本のマクロ経済の動向から、ロータリーを考えます。
只今の日本政府の累積債務が、1000 兆円を超え、GDP の 2 倍を超える水準にまで拡大
している事。これは、皆様ご承知の通りです。2015 年の春でありましたが、当時自民党の
政調会長であった稲田氏は、2020 年までにプライマリーバランスが均衡できない場合、日
本政府は実質的な財政破綻状態に陥る可能性があると発言されております。では、只今の
日本のプライマリーバランスは、どのような状況にあるのか。財務省の試算によれば、仮
に消費税率を 10％に引き上げ、名目で３％、実質で２％の経済成長を達成したとしても、
なお８兆円が不足するとの事であります。そして現実は、消費税率を８％に上げただけに
も関わらず、現在の経済成長率は３％成長には程遠い。稲田氏の見解が正しいとすれば日
本は実質的な財政破綻状態に陥る事になってしまいます。私は、ここ最近、日本の財政に
対する危機が、殆ど語られなくなったという印象がありますが、その事が逆に事態の深刻
さを物語っているように思えてなりません。
とすれば、今後の日本で起きるであろう経済的な逆境にあって、否応なく輝きを増すの
は、ポール・ハリスの標榜したロータリーでありましょう。ポール・ハリスに、あなたは
何故ロータリーを作ったのですか、と問うたところ、「寂しかったから」と答えたという
有名なエピソードがあります。恐らくポール・ハリスが欲したものは、信頼できるコミュ
ニティーではなかったか。殺伐とした時代に在って、安らぎを感じられる人間関係。そん
な、安心できるコミュニティーを欲していたのだと思います。ロータリー創世記にあった
得難い存在感、それが再び重要性を増す、私はそんな風に感じております。逆境にあって
こそ存在意義を増す、ロータリークラブとはそんな存在であると私は考えております。
次に、今後の人口動態から、戦略計画の重要性について考えてみたいと思います。既に、
只今の日本の総人口が減少に転じている事は、皆様ご承知の通りです。問題は、総人口の
減少のみならず、それを上回る速度で進む生産年齢人口の減少と、高齢化の問題でござい
ます。只今の世代別の人口分布を見れば、70 歳を目前に控えた団塊世代が、ひときわ大き
く突出をし、その次のピークは只今 40 歳前後の世代、いわゆる団塊ジュニアです。団塊・
団塊ジュニアに続く、第三のピークは存在しておりません。すなわち、団塊ジュニアが死
ぬまで、この歪んだ人口分布が解消される事はない。つまり、解消までに 40 年近い歳月が
必要である事になります。
生産年齢人口を非生産年齢人口で除した数字。これが 2 を超えている状態を、人口ボー
ナスと呼ぶそうです。嘗ての日本の高度経済成長期が、まさに人口ボーナス期でありまし
た。「成長は全てを覆い隠す」という格言がありますが、確かに高度経済成長期は、殆ど
の投資が肯定された時代でした。しかし、只今のような人口オーナス、ダウンサイジング
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の時代には、問題を放置すれば傷口は更に広がる。すなわち、時が解決してくれない時代
であると言えましょう。ロータリーも、例外ではありません。不作為は、すなわち衰退を
意味します。RI が推奨するように、戦略計画が必要となる時代に入ったと言うべきであり
ましょう。
理想的には、地区内の全クラブが、夫々に個性あふれるクラブを目指し、独自の戦略計
画を立案して実行する。将来的には、こんな状況を目指すべきでありましょう。とすれば、
まず取り組むべきは、夫々のクラブが問題点を抽出し、課題を明確にして、会員相互に共
有する。それを端緒に戦略計画の糸口として、将来的な戦略計画立案に向けて一歩を踏み
出す。本年度は、そんな一年とされては如何でありましょうか。
私は、只今現在、継続性を担保する合意形成の手法が未整備である事。それが、2790 地
区の課題であると考えております。地区においても、本年は、戦略計画を立案する為のス
キームを作る事。それが大切であると、私は考えております。では、どう対応したら宜し
いのか。次に、2017-18 年度の地区運営に当たり、留意すべき基本的な考え方について、
三つの視点から考察を試みます。
第一の視点は、理念と実践です。かの決議 23-34 が採択される前夜は、職業倫理を重視
し、奉仕活動においては、隠匿の美を是とする理念派。そして、金銭的奉仕や身体的奉仕
といった、実践的な奉仕活動を是とする実践派。この理念派と実践派が、その対立を深め
ていたと聞き及びます。ロータリークラブの設立が 1905 年でありますので、設立から僅
か 18 年目の出来事です。加えて、メルビン・ジョーンズによるライオンズクラブの設立が
1917 年でありますので、ロータリーは創立後の間もない時期から、この二つのスタンスに
介在するジレンマと対峙していたのだと言えましょう。
只今の RI は、世界有数のボランティア団体を目指し、DLP や CLP を推奨しております。
しかしその方向性に対しては、ロータリーの根幹を成すべき職業倫理を軽んじているとの
批判を間々耳に致します。他方、実践派からは、理念にのみ拘泥されるスタンスは、もは
や世界の潮流に逆行し、頑なな姿勢はロータリーの衰退に繋がるとの批判もあるようです。
では、これらの見解やスタンスの相違をどう咀嚼し、どう解釈したら良いのか。結論か
ら申し上げるなら、私はこの事自体が、ロータリーの健全さを端的に示す証であると考え
ます。どちらのスタンスも、共にロータリーに対して真摯に向き合う姿勢の結果であり、
健全な自己批判の現れである。更に私見を加えるなら、この二者は決して択一でなく、共
存が可能である。理念を掲げ、同時に実践を示す事は、ロータリーを有意義ならしめる事
こそあれ、名誉を損なうものではない。理念は実践を否定せず、実践は理念を否定しない。
私は、そのように考えます。
第二の視点は、事業と運営です。平成 20 年から施行された公益法人の認可基準によれば、
財団や社団が公益性を認定される基準として、「公益目的事業比率」という概念が提示さ
れました。公益法人の支出する公益事業費は、運営費を加えた経常的支出に対し、50％を
超えていなければならないというルールです。そもそも公益事業とは、「不特定かつ多数
の福祉の向上に資するもの」と定義されます。ですから、例えばロータリーの行う親睦事
業。
この受益者は会員自身という事ですので、不特定多数ではありません。従って、これは共
益的な事業であって、公益事業としては認められない事になります。ロータリーの行う社
会奉仕や国際奉仕・青少年奉仕といった奉仕プロジェクト、加えてロータリー財団や米山
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奨学会に掛かる事業費が、公益事業費として認められる事になります。
勿論、ロータリークラブは法人化されていない任意団体でありますし、公益性の認定を
目指している訳ではありません。そもそも、会員間の親睦といった共益的事業も、極めて
重要な事業の柱の一つでありますから、公益目的事業比率を 50％以上にすべき蓋然性はあ
りません。しかし、RI が世界有数のボランティア団体を目指しているのであれば、私達の
支出する会費の使われ方が、幾許かでも公益的に使われる比率を高める。そんな意識は、
大切であると考えます。
第三の視点は、継続と革新です。決議 23-34 の第 4 項「奉仕する者は行動しなければな
らない」から始まる条文には、「いずれのロータリークラブも、毎年度、何か一つの主だ
った社会奉仕活動を、それも毎年度異なっていて、できればその会計年度内に完了できる
ようなものを後援する事が望ましい」と記されており、単年度主義が明確です。また第 5
項には、「いかなるクラブも、ロータリーの目的を無視したり、ロータリークラブ結成の
本来の目的を危うくするような社会奉仕活動を行ってはならない」と記されており、この
文章を始めとする決議 23-34 に散りばめられた精神は、ロータリーを志す人間の姿勢を明
確にし、職業人として取り組むべきは自らのスキルを活かした職業倫理の実践であるべき
であるとし、金銭的身体的な奉仕活動はアマチュアリズムの限界を正しく認識して取り組
むべきであるとの内容を謳っている様に思います。私は、この事には、この上なく良質な
ロータリーの節度を感じます。私は、職業こそが最大の社会貢献であると考えております
ゆえ、この精神には、深く感銘し共感を覚えます。恐らくは、日本のロータリアンが薫陶
を受け、今なお敬愛するロータリーとは、このような存在であったのだと思われます。
しかしながら、近年の RI の目指す方向性は、陰徳の美から陽徳の団体への変質を求めて
おり、更には戦略計画委員会の設置が推奨されるなど、事業の継続性が推奨され始めてお
ります。実際、ポリオプラスに代表されるロータリー財団の行う各種事業は、単年度では
全く意味をなさない壮大な事業である。まさに、継続は力なりを体現する、プロフェッシ
ョナリズムに満ちた奉仕活動であります。先に開催された国際協議会においても、RI 会長
は繰り返し「持続可能性と継続」について口述されておりました。私は、「持続可能性」
とは自律的に継続可能となる事業の質についての概念である。一方「継続」とは、事業の
効果を高めるためのリーダーシップの継続を意味しているものと理解致します。いずれに
せよ、RI は従来の単年度主義を超え、より責任を伴う奉仕プロジェクトを要求しているも
のと感じますが、如何でありましょうか。
最後に、地区の戦略計画委員会について、お話を申し上げます。先に、人口動態と戦略
計画についてお話申し上げましたが、人口減少期においては、不作為は事業の衰退を意味
致します。しかし、永年、単年度主義を旨として来たロータリーですから、複数年度に渡
る事業継続の意思決定方法が、未整備であると考えます。それは、2790 地区においても例
外ではなく、故に、戦略計画委員会を恒常的に機能させ、地区の戦略計画に反映させる事。
それが、私の最も重要なミッションであると考えております。
私の考える地区戦略計画委員会は、ガバナー・ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・
ガバナーノミニーデジグネイト・直前ガバナー・前前年ガバナーより構成される委員会と
し、必要に応じて、実務レベルの検討を行う委員を任命致します。地区において、単年度
では意味をなさない事業計画や、一年間で合議に達する事が難しい改変等を審議立案する
事を目途と致します。当面の課題として、櫻木年度において提起された、分区の再編・地
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区事務所の設置、および、地区の法人化を検討したいと考えます。どれもが、賛否両論あ
る重要な命題です。短兵急に結論を導くのは、適切ではありません。であるが故に、情報
を集めて課題を整理し、得失を明らかにして合意を形成し、最終的な是非を判断する。そ
んな機能を有する戦略計画委員会が、必要であると考える次第です。
以上、初めに RI 会長テーマ、次いでマクロ経済から考えるロータリーの存在意義と、人
口動態から見た戦略計画の必要性をお話し、合わせて私の運営方針について基本的な考え
方をご説明申し上げました。本年度、成田ロータリークラブの活動が実り多いものとなり
ます事を心より祈念し、私の卓話とさせて頂きます。ご清聴に感謝申し上げます。
◇

点

鐘

成田

温

会長

クラブ協議会
司会進行

長原

正夫

幹事

第一部
①会長によるクラブ運営方針
成田

温 会長

７月１４日のクラブ協議会パート１で年度方針はお話しており
ますので、今回は前回分かりにくかったところ、また言い足り
なかった事を主に発表いたします。
１． ２０１９～２０２０年度に当クラブの諸岡靖彦会員がガ
バナーに就任。
その為の準備を今年度より行っていく。
今年度、全てのクラブ活動は全てが諸岡ガバナー年度につながると言っても過言で
はありません。
CLP に関しても当クラブは一定の成果を収めてはいるが、今以上に変化、改善して
CLP を進める必要がある。
成田クラブ会員全員が諸岡ガバナー年度の戦力として活躍していかねばならないの
で、ロータリー情報・知識の今以上の取得の為に顧問制度、委員会開催の活発化を
お願いする次第です。
２． 退会防止・会員増強
今年度は会員増強はもちろんですが、退会防止により力を入れます。
その為に、次の事項をお願いする次第であります。
① 顧問制度を活発化させる。
現状でも顧問の皆様には新会員の相談役としてお骨折りいただいておりますが、
振り返りや今後のための、半期一度の顧問会議を開きます。
② 各委員会開催の活発化
少なくともその委員会のロータリー知識、情報を得るには委員会での
相談、議論が最適と考えます。委員長、リーダーだけが動くのではな
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く委員会全体で動きましょう。実情はなかなか難しい面もありますが、
これも CLP の一貫です。
さらに、細かい事になりますが、
例会時の委員会報告は委員長だけではなく、委員がする。
週報へのデーターは都度、書記を決めて
委員長、リーダーだけでなくとにかく委員会全体で活動してください。
＊ 新会員がクラブに慣れる近道は、積極的に委員会活動へ参加する事と
思っております。
以上が、今年度会長方針の重点でございます。
この後、各委員長より発表があるかと思いますので、会員増強だけ言及させていただきま
す。
昨年度に引き続き、若手、女性会員の増強に努め、純増２名を目標といたします。
以上、ありがとうございました。
②親睦活動担当者による活動案
菊地

貴

リーダー

先ほど会長のお話にもありましたが、リーダーだけではなく
各委員すべてに司会や発表の場を設けようと考えておりま
す。月初の結婚記念日、誕生日の発表などについてもお話は
しているところです。
成田クラブの特色として、いろんなイベントの時にファミリ
ーで参加される事がありますが、それを今年度は、できるだ
け多くのみなさんに、奥様、お子様、お孫さんなど出席して
頂き盛り上げていただきたいと思います。かくいう私も昨年再婚いたしまして家族が増え
ましたので、積極的に参加をしていきたいと思います。
金沢への親睦旅行ですが、現在 22 名の参加表明をいただいております。30 名が最低ライ
ンですので、あと 8 名以上の参加が必要です。北陸新幹線、加賀屋宿泊など魅力的なツア
ーを企画しております。お誘いあわせの上、ご参加お願い致します。
新会員の親睦についてですが、前リーダーの諸岡会員からの引継ぎにより、なるべく新し
い会員の方に参加いただき定着して頂くためには、夜の飲み会などを設け親睦を深めてい
ける機会を作っていきたいと思っているところです。なるべく楽しい 1 年になりますよう、
会長を中心に過ごしていければと思っておりますのでよろしくお願い致します。
③研修担当者による研修計画
石川
今年度、成田会長は新会員研修を 1 回、全会員研修を 1 回
計 2 回計画しております。今年度の新会員研修は、例年で
すと新会員歓迎会と同じ日に実行するのですが、研修が終
わって歓迎会でお酒が入ると右から左に抜けてしまいます
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憲弘

委員長

ので今年は別の日に行う予定です。会員の会社でも同じことだと思いますが、何度でも同
じことを言わないとなかなか社員に伝わりません。入会時に行いましたオリエンテーショ
ンと同じように、真のロータリアンになるために基礎から学び毎週の例会に出席する為に
必要なルールについて班単位に分けてＤＬの方先導で勉強したいと思います。また全会員
研修会は、成田クラブには地区理念研究会の松田委員長、深堀委員がおります。ロータリ
ーの理念について、お二人のお話をお聞きしたいと思います。この研修会は例会時の卓話
方式で行いたいと思います。
④会員増強担当者による増強計画
諸岡

正徳

委員長

成田クラブは皆様ご承知のように、高橋前委員長並びに会員
各位のご尽力のお蔭で、昨年度 14 名の新会員を迎え、現在
72 名の人員規模を誇る 2790 地区内でも 2 番目に大きいク
ラブとなっています。
昨年に続き今年度も会員増強を図って参りますが、今年度の
重点目標としまして、
１．女性会員の純増 1 名
２．40 歳以下の若手会員純増 1 名としたいと思っております。
どのように目標を達成できるかは、会員皆様からの候補者情報をご提供いただくのが有効
な方法であるため、今一度ご紹介の検討をよろしくお願い申し上げます。今後委員会から
も情報収集を投げかけさせて頂きますが、いつでも私にご連絡いただければ幸いです。
次に、新会員の皆さんの定着を積極的に図って参ります。
新会員の皆様にどうロータリークラブの中に入っていただくかが鍵です。
私もそうですが、どんなことをしているのかを理解するにはそれ相応の時間を要します。
そこでまずは、人間関係の構築が肝要ですので、会員同士のコニュニケ―ションの場を積
極的に設け、お互いをよく理解したいと思っております。その上で、顧問制度を導入し、
より一層の定着を図っていきたいと思います。また、親睦のご担当の方とも相談しながら、
夜間定期的にノミニケ―ションの場を設けますので、さっくばらんにご参加いただき、忌
憚ないご意見や質問を頂ければと思います。先ずは知っていただくことから始めたいと思
います。調整の上、詳細は後日ご案内いたしますので、是非皆様積極的にご参加いただけ
ればと存じます。
以上が今年度の委員会目標ですが、皆様の御支援ご協力を切にお願い申し上げます。あり
がとうございました。
⑤奉仕プロジェクト担当者による実施計画
堀口
奉仕プロジェクト委員会の堀口です。宜しくお願いします。
「他の人の役に立つこと、そのために何ができるかを考え行動
する。」これが奉仕の基本であり、ロータリー活動の中核をな
すものです。
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路加

委員長

それを自分の仕事の中で大切にしていくことが職業奉仕で、長くロータリーが大切にして
きたことですが、職業奉仕に限らず、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕など様々な活動に
この奉仕の精神を込めて、総合的に考えて、会員みんなで活動をつくりあげていくことが
大切だと考えます。
2017－18 年度 RI 会長のイアン・ライズリー氏は未来のために地球環境に配慮し、温暖化
を防止するためにロータリアンが一人一本の植樹を行うことを推奨しています。このこと
と成田山新勝寺開基 1080 年を迎えることをも記念して成田会長年度は会員一人一本苗木
を植樹する計画を予算化しており、月桂樹一本とシャクナゲを会員数分植樹する計画です。
地球温暖化に向けては CO2 を減らすことはもちろんですが、失われゆく森林の再生維持が
大切です。これは単年度ですることではなく持続的な活動として実施すべきものです。成
田にも空港周辺にはたくさんの森林があります。こうした森林、里山はさまざまな動植物
のすみかとなっています。災害を防いだり空気をきれいにしたり、二酸化炭素を吸収する
など地球温暖化防止の役割も果たしていることはご承知のとおりです。里山の維持再生を
クラブの奉仕プロジェクトに位置づけている千葉南 RC の活動に先週参加してまいりまし
た。成田 RC としてもこうした継続的な取り組みは可能ではないかと思いつつ帰ってきま
した。
国際奉仕では 2 年前より米山学友のシルネンブヤンジャルガル氏が創設した新モンゴル高
専への支援をはじめました。新モンゴル高専は 9 月に開設 4 年目を迎え学生数 350 人、教
員数 40 人の規模になるそうです。櫻木ガバナー年度の地区大会に米山学友のホームカミン
グで招き、卓話をしてもらい、当クラブでも旧交を温めたわけですが、当年度をもって３
年としていた支援期間が経過することから総括しその成果をまとめることとしています。
また社会福祉協議会を通して、ジョイセフ（女性の命と健康を守るために活動している国
際協力 NGO）に使用済み切手を送る支援活動を継続しており、昨年度 11,600 枚の使用済
み切手が集まりました。これを今年度も続けてまいります。
青少年奉仕では継続事業である地域中学校の剣道大会（8 月 26 日（土））を支援し、青少
年の健全育成の一助になるよう努めてまいりました。この大会は今年で 11 回めとなります。
職業奉仕では 9 月にオープンな形で職業奉仕を語る勉強会を開催し、1 月の職業奉仕月間
に委員会としての卓話を予定しています。また会員が自身の職業に「誇り」と「愛情」を
持って最大限の努力をしている姿を垣間見ることで、職業奉仕の実践の姿を学ぶ機会とし
て職場見学を実施する計画です。日程は調整中ですが成田空港会社を見学する予定です。
クラブ活動計画書には年２回の職場見学とありますが、委員会としての卓話と職場見学１
回に計画を変更しております。
以上が成田 RC の今年度の奉仕プロジェクト委員会の活動方針でございます。
⑥ロータリー財団担当者による活動計画
諸岡市郎左衛門リーダー
2017-18 年度のロータリー財団委員会のリーダー諸岡です。
成田ロータリークラブでは、今年度（2017-18 年度）の成田会長の
ターゲットとして、
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１）

「RI の人道的奉仕の重点である“ポリオ絶滅”を成田クラブでも推奨していく」ことを重

点目標の一つと掲げ、
２）
「例年、米山に寄付が集まる傾向」がある中で、「今年度は差し障りがない限り、財団の
ポリオプラスへの寄付をお願いする」
旨を明記（*）しております。
今年度の特別寄付金目標額については、前年度（2016-17 年度）の 1.5 倍に設定（**）しまし
た。
これらについては、年度早々の例会（7/28）で、ロータリー財団に係る卓話を開催するなど、新
会員を中心に周知・理解促進に努めたところです。
ご案内のとおり、成田 RC は地区内で圧倒的な寄付金累計金額を誇っており（***）、その地位
の維持に努めつつ、今年度は、①ポイント制度の利活用、②補助金の申請・獲得といった「使い
方」への取組をより積極的に行っていきたいと考えています。
地区全体のお立場からのご支援等をお願いいたします。以上です。
●出所等
（*） 『2017-18 クラブ活動計画書』 成田 RC

pp.10-11 （成田会長）

（**） 同上 p.20（2017～2018 年度予算書）
（***）同上 p.28（遠藤委員長）、pp.62-66（ロータリー財団寄付者名一覧）
⑦米山奨学会担当者による活動計画
浅野 正博 リーダー
本年度、米山奨学委員会のリーダーを預かりました浅野です。宜しくお願いします。
成田ロータリークラブでは、毎年多くの寄付をこの米山奨学会にいただいております。
本年度についても例年の通り、会員の皆様方に寄付金を募って、外国人留学生に対する支
援を行なってまいります。
また、本年度は成田ロータリークラブには米山の奨学生の
受け入れはございませんので、なかなかこの事業に触れるこ
とはありません。昨年度は１４名の新入会員が入会したこと
もあり、この事業に対する理解を深める事が出来るよう、米
山奨学生の卓話を取り入れるなどしながら米山奨学事業に触
れる機会を作りたいと考えております。
【ガバナー講評】
重複で申し訳ございませんが、今日は歴史と伝統のある成田ロータリークラブの例会に出
席させていただきまして、大変感謝をしてございます。事前に諸岡ガバナー補佐からいた
だいた調査表や活動計画書等を見るまでもなく、成田ロータリークラブは非常に素晴らし
いクラブであるということは承知をしていたところでございます。会員数も今は７０名を
超えていらっしゃり、千葉クラブと並んで非常に充実したクラブであると思います。また
年齢層も偏りがなく、若い世代から年配の世代までまんべんなくバランスのとれたクラブ
であることも大変尊敬をさせていただいているところでございます。そして何よりも、CLP
を地区の中では先駆けて導入されて非常に大きな実績をあげていらっしゃるということ、
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これは地区内でも他に類例がないことだと思っております。今日は成田ロータリークラブ
がどうやって CLP に取り組んでこられたのか、そのいきさつですとか経験談をお話し伺お
うと思って参ったところでございます。成田ロータリークラブに対して、私如きがコメン
トすることは何もないのですが、いくつかお話を申し上げます。
まず、親睦ご担当の菊地さんがご結婚なさったということで、大変おめでとうございます。
これだけは申し上げようと思っておりました。これまでつたない経験でございますが、公
式訪問はここで９クラブ目になります。もうすでに他のクラブにおいて、成田ロータリー
クラブの研修についてお話をさせていただいております。松田さんには地区の理念研究委
員長をお願いしておりまして、その時に成田ロータリークラブが研修用に作ったという資
料を見させていただきました。そこにはロータリーの倫理訓や大連宣言まで勉強されてい
て、大変感激いたしました。成田ロータリークラブと、松戸ロータリークラブの土屋パス
トガバナーもいち早く研修委員会を作られまして、最初には土屋パストガバナーがそのリ
ーダーをお務めになられ、その時には年間１２回にわたってレクチャーをされたというこ
とです。両クラブとも本当に多い会員数を誇っていて、かつ年齢層もまんべんなくバラン
スが取れていて、しかも和気藹々とした雰囲気が非常に共通しているように思います。良
いクラブというのは研修をしっかりしている、その事例として成田ロータリークラブのお
話をさせていただいております。それから、会員増強でございますが、例会に先立ちまし
た懇談会のおりに、会員増強の目標はどの程度かお話を聞かせていただきました。多けれ
ば多いほど良いというわけではなく、適切な規模があるという考えが当然あると思います。
今は増強というよりもむしろ退会防止に努めるということで、７０名前後という規模はク
ラブを運営するにあたってとても適切であると私も感じます。しかし、１つの事例として
まだ実現できるかはわかりませんが、2790 地区内に合併の構想を持っていらっしゃるクラ
ブがございます。それは、生き残りをかけた小規模クラブ同士の合併ではなく、大規模同
志、１００名を超える会員数がいたほうがより大きな奉仕プロジェクトに取り組むことが
できる、というビジョンを持っての大規模クラブ同士の合併だそうです。ですから、７０
名という規模を適切と考え、世代をまんべんなく維持してクラブを運営していくというこ
とが１つの考えでもありますが、さらにまた違うクラブのあり方を模索しているクラブが
他にあるということを参考までにお伝えさせていただきました。それから、奉仕プロジェ
クトですが、いくつもの奉仕プロジェクトを継続的に行われていることは大変敬意を表す
るところでございます。今年 RI 会長が推奨している植樹を行っていただけるということで、
これも大変ありがたいことだと思っています。もう一度 CLP の話に戻りますが、組織図だ
けを CLP に刻変えたクラブというのはいくつかあるようでございますが、CLP の本来の
目的であります長期的な視野に立った事業計画をきちんと作って取り組まれているクラブ
は、たぶん成田ロータリークラブ以外はほとんどないのではないかと思っております。今
日お聞きした、会員数がある程度減少した時に期間を共有することで CLP に取り組まれた
というお話ですとか、その時に炉辺会議を何度も行って、その目標に向かっての合意形成
をしたという貴重な体験談を伺うこともできましたので、これもまた今後、公式訪問の場
においては成田ロータリークラブの成功例として語らせていただきたいと思っております。
最後になりますが、財団と米山でございます。地区の目標として、米山については会員１
人あたり 15,000 円、財団としては年次寄付として 150 ドル、ポリオに対して 30 ドル、
180 ドルを目標にさせていただいておりますけれども、成田クラブにおいてはお願いする
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までもなく、毎年非常に多額の、地区内でも屈指のご奉仕をいただいておりますことをこ
の場を借りて御礼申し上げます。本当にいろいろなことを学ばせていただいたこと、大変
感謝をさせていただきまして、まず第一回目の講評とさせていただきます。どうもありが
とうございました。
※倫理訓

道徳律 (Code of Ethics)

ロータリー道徳律は 1915 年７月、サンフランシスコの第６回大会で採択され、職業人としての実践
道徳の指針とされていたが、全世界の有用性に関し意見の一致を欠くとの理由でＲＩは 1927 年に改訂、
1928 年は綱領に重きをおくことに改め 1951 年、理事会は配布はするものの、手続要覧に掲載中止、1977
年規定審議会では道徳律に代わるべき適当な文章を検討するとした。1980 年規定審議会で道徳律に関す
るＲＩ細則は削除されその後、その時の決議に基づく代案が 1989 年のシンガポールでの規定審議会に
出された「職業宣言」である。
事業のすべての分野に適用すべき

※大連宣言 (DAIREN Declaration)
地区のなかった日本に、1928 年(昭和３年)７月、日本、満州、朝鮮、樺太、千島、台湾をテリトリー
として、第 70 地区が初めて設置され、米山梅吉第３代スペシャルコミッショナー(地区の無い時代にガ
バナーに代わる役をつとめたＲＩ役員)が初代ガバナーに就任し、その年の 12 月に大連ロータリー・ク
ラブが誕生した。
1936 年(昭和 11 年)は所謂 2.26 事件が突発して全日本を震撼させた年であるが、その５月に、敢て第
70 地区第８回年次大会が神戸で開催された。
その前夜懇談会で、神戸ロータリー・クラブの直木太一郎から、「大連ロータリー・クラブの大連宣
言は、日本文として適切にロータリー精神をあらわしているから、これを第 70 地区の宣言にしたい」
と提案された。
おりからのロータリー日本化問題に関連して思わぬ波乱をまき起こしたが、議論沸騰の末、これこそ
ロータリーを日本人に解り易く咀嚼したものであるとして賛成された。
大連クラブのロータリー宣言は次のとおりである。
大 連

宣 言

第 1. 須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋し事業の経営に全力を傾倒するは因って世
を益せんがためなり。ゆえに吾人は道義を無視していわゆる事業の成功を獲んとする者に与せず。
第 2. 成否を曰うに先立ち退いて義務を尽さむことを思い進んで奉仕を完うせんことを念う。自らを利
するに先立ちて他を益せむことを願う。最も能く奉仕する者、最も多く満たさるべきことを吾人は疑わ
ず。
第 3. あるいは特殊の関係をもって機会を壟断しあるいは世人の潔しとせざるに乗じて巨利を博す、こ
れ吾人の最も忌むところなり、吾人の精神に反してその信条を紊るは利のため義を失うよりはなはだし
きは無し。
第 4. 義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢磨し相扶け相益す。これ吾人団結の本旨なり。し
かれども党をもって厚くすることなく他をもって拒むことなく私をもって党する者にあらざるなり。
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第 5. 徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべからず、協力もって博愛平等の理想を実現せざるべから
ず、しかり吾が同志はこの大義を世界に敷かむがために活躍す。吾がロータリーの崇高なる使命ここに
在り、その存在の意義またここに存す。

－ロータリー百科事典より－
第二部
①直前会長によるクラブの課題と対策案
石川

憲弘

直前会長

前年度成田クラブは継続会員、新会員を含めますと 14 名の新会員
が私たちの仲間に加わりました。今年度も 3 名の継続会員、同じ
く 1 名の新会員が私たちの仲間に加わります。確かに財政は豊か
になりましたが、このように沢山の若い新会員を諸岡ガバナー年
度までに成田クラブを背負って立つ人材になっていただかなけれ
ばなりません。その為に 2019-20 年度は地区出向者を当クラブよ
り現在の委員の他、若い会員 10 名を送り出すことがクラブ協議会
で決定しました。みなさん優秀な方ばかりですので、諸岡ガバナ
ーの力になり頑張ってくれると思います。成田クラブは平山ガバナー時代を知る方は非常
に少なくなっており、又時代がその頃とは違います。寺嶋ガバナーは、ノミニー、エレク
トの時どのように準備を進めてきたか参考にしたいと思いますので教えていただければ大
変ありがたいです。もう一つは職業奉仕の位置付です。私が入会しました 15 年前は奉仕活
動では職業奉仕が一番の奉仕活動だとお聞きしておりました。一生懸命働いてその利益を
社会の為に還元する事だそうです。私の考えは、成田クラブは 40 代、50 代の働き盛りの
会員が一番多くこの忙しい世の中、一番に職業奉仕の理念を重視してもよいと思いますが、
最近は奉仕活動では国際奉仕、青少年奉仕、社会奉仕が重要視されていると思います。そ
の辺について寺嶋ガバナーの考えをお聞きしたいと思います。
【ガバナー講評】
お聞かせいただきましてありがとうございます。感謝を申し上げます。実はこのセクショ
ンも本来、成田ロータリークラブには必要のないセクションだと思っております。直前会
長による課題と対策という命題は今までなかったように思いますが、これは戦略計画、長
期計画に関わるための１つのヒントになっていただければありがたいと思って作ったセク
ションでございます。終わってみて初めてわかることというのがあります。今私はガバナ
ーを初めて経験しておりますので、公式訪問のやり方等もいったいどういうふうにやれば
いいのか、手探りでまさにやりながら考えているところでございます。これはパストガバ
ナーの皆さんも同じだそうでございまして、ガバナーをやっている時には無我夢中でまっ
たくわからなかったことが、ガバナーが終わってみて、「あの時ああすればよかったな、
ここに問題点があったな」と初めてわかったということです。卓話の時にも申し上げたこ
とでございますが、基本的にはやはり、単年度主義が前面に出ていたロータリークラブに
おいては、そのような問題点に気づいたとしても、それが次の年度、その次の年度になか
なか継承されないということでございます。結果、毎年度毎年度みんな同じ経験をし、同
じように反省をし、それの繰り返しであるというような側面がたぶんあっただろうと思う
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わけであります。ですので、まず会長を終わったばかりの方に、自分が会長を経験して、
「ここに課題があって、おそらくその課題を解決するにはこういう対策を取ったほうがい
いだろう」とお話しいただくことで今の会長あるいはその次の会長のクラブ運営のヒント
になっていただければありがたいと思っております。それをシステマティックに行ってい
ただくことで、前会長と現会長と会長ヱレクトが相談して行うのが戦略計画でございます
ので、結果、その課題の整理と対策を、終わった方も現役の方もこれからの方も共に考え
るということが CLP 戦略計画の１つの方法だろうと、皆さんにそのヒントとなっていただ
くためにこのセクションを設けてございます。それについては、成田ロータリークラブは
とうの昔に取り組んでいらっしゃることでございますので、成田ロータリークラブについ
て何を申すまでもない、そんなところでございます。ありがとうございました。
第三部
◇ 質疑応答
Ｑ）“希望の風”推進委員会の設置 松田 泰長 会員
先ず、この問題にクラブオールでの賛否の問いかけをされるこ
とのご英断に敬意を申し上げます。あの 3．11 から 6 人のガバナ
ーが触れてこなかった問題です。
この問題を一つの問題として判断することに無理があります。
なぜか？ それは、現ロータリー希望の風奨学金は 4 億円余の資
金により始まったロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会
の下の事業ですが、その発生は 2010-11 年度ガバナー会で集めた
「東日本大震災義捐金」であり、ガバナー会から移行した 4 億円
余の原資がなければ゛スタートできなかった組織です。
１．2011－12 年・織田年度から、翌・山田年度に於いて、この事業の目的変更とガバ
ナー会から現組織への移行プロセス（決定に関わったメンバー、資金の流れ）の
精査報告がなされていない、織田 PDG が亡き今、流れの全てを知っている山田 PDG
が口を閉ざしていること。先ず情報開示が必要。
２．この事業の頓挫は、当初 34 地区中 18 地区が反対をしていたことで判っていたこ
と。
反対が過半数を超えていたのに強行で立ち上げたもの。
３．2011 年 10 月に、亡織田パストガバナーにお送りした質問に対する回答は情報研
究会での報告という形で行われましたが「ご支援とご理解を頂きたい」で終わり
ました。
この様な問題が有るものの、その実態を知る人が非常に少なく、アンケート結果は「良い
ことなんだから」で可となると思われます。
寺嶋カバナーにおかれましてはこの決定を過半数決定としないで欲しいと思います。
Ａ）寺嶋 哲生 ガバナー
どこからどうお話をさせていただいたらよろしいのか、思案をさせてください。まず１つ
お話を申し上げたいのは、全地区からの賛同を得られなかったとしても、当時この事業を
作られようと意図された方、そして今現在維持されている方、この方々が今善意で行って
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いる、これだけは間違いがないと思っております。それから、当時に何が起きたのか、私
はそれをその場にいて経験したわけではございませんので、勝手な推察をすることはでき
ます。しかし、それはあくまでも私の個人的な推察でありますので、そこについてあまり
明確に言及をしたいとは思いません。しかし、あの時に全地区が賛同したわけではないと
いうことに、当時の意志の共有というやり方が足りなかった、適切ではなかったというこ
とは言えると思います。ただその１つの事情として、震災という唐突におきた惨事に対す
る対応でございますので、だれがやっても時間的な余裕はなかっただろうということだけ
は、当時の方々の名誉のために申し上げる必要があると思っております。結果、全員のみ
ならず過半数の地区の賛成がないままに始まったということについて言うならば、個人的
な意見ではございますが、無理があっただろうと思います。無理があって始めたというこ
とは、１つは、事業そのものの規模がロータリー全員一致で真剣になって対応しなければ
成就しない規模の事業であったと言えるかと思います。その時に何が起きてこうだ、と推
察で申し上げるよりも、今現時点で何が起きているのかということに対して、私は目を向
けたいと思っています。すでに奨学金をもらっている学生が現にいるわけでございます。
それともう１つ、当初のロータリーの計画の規模でいったら、もう少し PR をすることで
さらに多くの学生を対象にしようとしていたところが、金額的な総額的な制約によって今
それを大々的に募集することができないでいる、消極的な募集で来た学生に対して、しか
も高校生から支給するはずの奨学金が、今は高校を終了した後から支給するというふうに
規模が縮小して、何とか維持しているのが現状であります。今の、その規模を縮小して行
っている事業においてすら、ただいまの寄付金の残額を考えた場合、2033 年まで続けよう
としていた期間（震災当時０歳児であった人が高等教育を終えるまでという当初の目的の
期限）も守れない、その前に資金が枯渇することで断念せざるを得ない状況になりかねな
いような見通しであります。ということであれば、確かに唐突に起きた震災という出来事
と、それにたいして善意で始めた事業であったとしても、時間的な制約と事業規模からい
って若干無理があったかもしれない、それは承知の上で、しかし現時点で行っている事業
の主体がロータリアンであることには間違いないので、現時点で行っている事業を少なく
とも社会的責任を全うできるようなアシストをできないものかと私は考えております。で
すので、今回は英断と言っていただいたのに恐縮でございますが、地区の委員会の設置と
いうのは、ガバナーの専権事項でございますので、私は地区委員会を設置させていただき
ました。しかし、過去のいろいろな経緯から、これは適切ではない、これに対しては強く
異を唱える、反対であるという方はぜひご表明ください。反対である方が過半数を超えた
場合、私はこれを撤回させていただくというスタンスでございます。ですから、過去のこ
とは指摘をして推察をすればいくつかの可能性はあるけれども、しかし現時点で遂行して
いる事業が何とか社会的責任を全うできるようなアシストができないか、というのが私の
考え方でございます。
Ｑ）戦略計画について 設楽 正行 会員
内規規定委員会の設楽と申します。ＲＩの戦略計画について質
問いたします。成田ＲＣは 2006 年よりＣＬＰによる組織、委員
会構成に基づき活動をしています。ＣＬＰは長期計画を策定し、
それを元に当該年度の活動計画を策定し、ＰＤＣＡのサイクル
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の一連の流れの中で長期計画に沿った活動かどうかを確認しつつ行動いたします。
成田ＲＣは長期計画委員会（現在ＣＬＰ委員会）を立ち上げ、クラブの長期計画の策定を
し、クラブの強化と地域社会での目指すところを明確にし、今日に至っています。2010 年
前後からＲＩは戦略計画の策定を推奨してきました。各クラブが戦略委員会を立ち上げ、
戦略計画の策定をするようにとのことでした。当初長期計画と訳されていたことから、両
者の違いがよくわからず、混乱をしたところが少なからずあったように思います。
私は簡単に言いますと、ＣＬＰの長期計画はクラブ自体のサポートに大きく軸足を置くも
ので、ＲＩの戦略計画は外部に向けてアピールできるロータリー活動をおこない、それを
大きく発信し、地域におけるＲＣのイメージアップを図ろうといこうということかなと理
解するわけですが。これから成田ＲＣもこの戦略委員会を立ち上げ有効な戦略計画を策定
するに当たり、他のクラブで行っている事例などがあればお教えいただきたいと思います
が。尚、クラブの棚卸を私自身がしてみましたところ、成田ＲＣは奉仕活動が少し弱く、
580 点で普通のクラブのちょっと上と言う結果でした。これを戦略計画により、600 点以
上の優秀クラブとするためお教えいただきたいのですが。
Ａ）寺嶋 哲生 ガバナー
他のクラブの実例ということでございますが、結論から申しますと、2790 地区で成田ロー
タリークラブ以上のプランを持っているクラブはないと思います。私のつたない経験です
が、いままで公式訪問をしたクラブの中でも、今年度から戦略計画と称するものを立てて
いるクラブはいくつかございます。それは単に、路辺開口による会員増強とかその程度の
ことでございます。戦略計画＝会員増強、その１行で終わりというような、それを立案す
るためのスキーム、委員会を設置することすらしていないで進めているのが普通ですので、
逆にどうしたら委員会を立ち上げて合意形成できるのかというレクチャーを成田ロータリ
ークラブにお願いしたいのが正直なところでございます。
Ｑ）長期計画委員会委員長として 佐瀬 和年 会員
長期計画委員会の委員長としての質問ですが、ガバナーの「地区
活動方針」を読ませて戴きますと、長期的な展望に立って考察さ
れており、賛美・賞賛に値するコメントであり、質問する余地は
ありません。
「社会情勢の変化に適合し、次代の対応を考える」
まさしく、長期計画委員会にくだされた、素晴らしいお言葉だと
感銘いたしました。
質問する余地が無いので、質問状はお出し致しませんでした。
A、はじめに B、RI 会長テーマ C、地区運営に関する基本的な考え方・理念と実践・事
業と運営・継続と革新、そして E、2017・18 度行動指針、シークレットになっている D
で「各クラブに適合したコメントが述べられるのだ」その後 E に繋がる、素晴らしい講演
が聴けると信じ期待いたしておりました。
ガバナー挨拶をお聴きして、イメージが少し変わって来ましたので、お尋ねいたします。
寺嶋ガバナーが親しくお話しされた方々の「会話」を基にして、講演が組み立てられてお
り、「あの人はこう言っていた」「この人はこう言った」と、お話しされており、話し合
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いの解説のように聞こえてくるのです。
寺嶋ガバナーご本人の「地区活動方針」が伝わって来ません。
具体的に例を上げるなりして、解かりやすくご説明いただきたく存じます。
Ａ）寺嶋 哲生 ガバナー
１年間でできることは限りがあると思っております。１つは、クラブに対する発信はぜひ
長期的なビジョンを持ちましょうとお伝えすることが、卓話を通じてしたいことの１つで
す。それから、私がガバナーとして、ガバナー年度に何ができるのかということでいいま
すと、本当に皆様の目には入りにくいことでございますが、地区の戦略計画委員会を機能
させる委員会として立ち上げることです。それが地区でもガバナーというのも単年度主義
で踏襲してきましたので、地区がかかえるいくつかの問題がなかなか具体的な解決策を見
いだせないまま、皆さん問題点があることだけを認識しているというようなところがござ
います。しかし、それも賛成と反対、いくつかの意見がございますので、それをどう共通
の認識にするか、その制度の仕組みがございませんので非常に難しいところでございます。
ですので、今私がやろうとしているのは諸岡ガバナーノミニー、橋岡ガバナーヱレクト、
パストガバナーである青木さんや櫻木さんにも参加いただいて、まずそこの問題点がどこ
にあるのか、問題点を明確にして、それに対して具体的に解決する方策を考える場を作り
続けるということです。ガバナーとして１年間でできるのはその１つぐらいだろうと思っ
ています。卓話の中でも申し上げましたけれども、戦略計画を立てるスキームを作ること、
それが私の最大のミッションだと思っています。これはたぶん、一般的なクラブの皆さん
から見ると見えづらいことだと思いますけれども、ガバナーをやるとわかると思います。
やってわかった人はたくさんいると思います。私が取り組みたいのはそんなところでござ
います。
Ｑ）ＲＬＩのクラブにとってのメリット及びＣＬＰについて 橘 昌孝
１． 成田 RC では地区で勧めている RLI に１０人参加していま

会員

す。
RLI は参加した会員にとっては大変有意義な自分磨きにな
ると聞いています。
・DL も RLI の手法で会議を円滑に進めるのは良いのですが、
結論は出さないで他の会員の話を聞いて自分で判断すると
も聞いています。
・RLI はクラブにとってどのようなメリットがあるのか私には理解できていません。
この機会に寺嶋ガバナーのお考えをご教示頂きたいと思います。
２． 成田 RC は２７９０地区で最初に CLP を導入しました。組織は整いましたが、新会
員が増えてきて CLP の本質の理解が十分ではないように思える昨今です。幸い、本
年度は成田会長を始め、委員長、リーダーの中に委員全員が参加して委員会活動を
行うという考えが見られるのは大変嬉しいことです。
寺嶋ガバナーはこの CLP についてどのように考えておられるのかご教示お願い
します。
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Ａ）寺嶋 哲生 ガバナー
私の私見ということでしかお答えできませんが、先ほど成田ロータリークラブと松戸ロー
タリークラブが歴史とともにロータリーに対する研修をやっていらっしゃるので非常にい
い雰囲気だと申し上げましたが、ロータリーを知った上でロータリアンでいることと、ロ
ータリーを知らないまま会員でいることは、まったく現象が違ってくるだろうと思ってい
ます。ですから、会員がロータリーを理解するための一助となる、RLI というのはその気
付きになるきっかけだと思っていますので、そこに参加された方が会員の中で増えるとい
うことは、すなわちロータリーをきちんと理解されたロータリアンが増えるという意味で
クラブにとって意義あることだと思っています。
◇

点

出 席

鐘

成田

温

会長

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７２

７０

５２

１８

７４．２９％

７５％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

名

月 日
ク ラ ブ 名
6 月 19 日 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ養成講座
2790 地区研究・研修統括
6 月 23 日 2017-18
委員会会議

松田 泰長 会員
松田 泰長、深堀

成田
諸岡
諸岡
香取

伸之

各会員

温、佐瀬 和年、諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 8 月 5 日
靖彦、石橋菊太郎、平山 秀樹、矢野 理恵各会員 8 月 9 日
正徳、橘 昌孝、小川 賢、諸岡 靖彦、堀口 路加 8 月 18 日
竜也、村嶋 隆美、神﨑 誠 各会員

：

地区奉仕プロジェクト委員会セ
ミナー
成田コスモポリタン RC
会員増強・退会防止委員会

例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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