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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2625 回例会 平成 26 年 9 月 26 日（金） 

～於：成田ビューホテル～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト       

◇ お客様 

国際ロータリー 第 2790地区 2014-15年度 ガバナー    宇佐見 透 様 

                第９分区 ガバナー補佐  青木 貞雄 様 

        株式会社 斉藤設備 専務取締役 齋藤 三智夫 様 

        成田コスモポリタンロータリークラブ 金子 公久 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 松田 泰長 会長 
13：00 ガバナー卓話 宇佐見 透 ガバナー 
13：30 点鐘 松田 泰長 会長 
 記念撮影  
＜クラブ協議会＞  
13：45 ガバナー補佐挨拶 青木 貞雄 第 9 分区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
～15：20 質疑応答  
 各委員長２分程度の発表後に、

ガバナーの意見を伺う 
宇佐見 透 ガバナー 

＜懇親会＞  

15：40 パティオ  
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◇ ニコニコボックス 

石川 憲弘 会員：２１日、茨城県のお得意様の仏前に線香を

あげさせてもらいました。お葬式には行けませんでしたので、胸

の使えがおりてホッとしました。その帰りに筑波海軍空港航空隊

館に寄りました、この航空隊は昭和９に霞ヶ浦海軍航空隊友部分

遣隊として開設され昭和１３年に筑波海軍航空隊と改称されま

す。昭和２０年太平洋戦争終戦と共にその役割を終えますがその

間に多くの若者が九三式中間練習機、通称“赤とんぼ”と呼ばれる飛行機ですが、その飛

行機で訓練をし鹿児島知覧へ旅立って行きました。昭和１６年１０月から１７年３月まで

に卒業した５２名が激戦地へ送られ昭和２０までに４６名が戦死。その多くがラバウル、

ブーゲンビル、ガダルカナルなどの外地で亡くなっております。終戦間際、一人の女学生

の元に隊員より手紙と二つのペンダントが届きました。そのペンダントの材料は、爆撃機

のコックピットのガラスから作られたものでした。昭和

２４年「永遠のゼロ」の撮影場所は筑波海軍航空隊です。

茨城県笠間市まで２時間も掛かりません。来年位には閉

館予定となっております。一度足を運んでいただき犠牲

になった方々を偲んでいただけたらと思います。 

 

諸岡 靖彦 会員：９月２１日の千葉日報、ちばオピニオン・私

論直言と題したコラムに私の自説を掲載されました。昨年の例会

で卓話をしていただきました萩原博社長がこの４月から打ち出

した新しい紙面で、このコラムに最初に登場したのは池内富男会

員で、成田商工会

議所会頭として

「成田空港第３滑走路早期実現に向けて～

長期的考察のススメ」が提言されました。私

の直言は「９００年前の千葉常胤に学ぶ～千

葉に新たな結束と活力を」というものです。

千葉の経済界も、ロータリーも鎌倉武家政権

を創る上で大きな力となった千葉氏一族の

歴史に学び、千葉県人としての地域に対する

誇りと思いを結束の力としてゆくことを論

じました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆様こんにちは。本日は、国際ロータリー第 2790地区宇佐見透カバナー、第９分区青木

貞雄ガバナー補佐をお迎えしてのガバナー公式訪問例会です。 

成田コスモポリタン・ロータリークラブの金子公久様、ようこそ越しくださいました。

どうぞ成田クラブの例会と後半のクラブ協議会をお楽しみください。宇佐見ガバナーにお

かれましては、ご多忙の中、ようこそ成田ロータリークラブにお越しくださいました、あ

りがとうございます。このガバナー公式訪問が、なぜ重要な行事として位置付けられてい
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るかを確認したいと思います。 

先ず、ＲＩ（国際ロータリー）と我々成田ロータリークラブは同格の組織ということで

す。ロータリークラブである要件を満たした世界中のクラブの連合体がＲＩです。各クラ

ブが無ければＲＩは存在しないのです。そして、今年度、宇佐見ガバナーは 2790地区で唯

一国際ロータリーの役員です。ガバナーは地区内のクラブに対する指導と監督を行うこと

で、ロータリーの目的を推進する任務を課せられています。この立ち位置がわかれば、今

日のガバナー公式訪問の意味が見えてくると思います。５４年前にＲＩから認証された成

田ロータリークラブが、今現在その認証に合っているのかをガバナーの立場から精査いた

だき、今後の運営についてご指導をいただく絶好の機会であります。 

成田ロータリークラブは８年前の C.L.P.導入で大規模修繕を行いました。その研究、話

し合い、準備には１年半の長い時間をかけての実施でした。じっくり練り上げたスタイル

でしたが８年を過ぎると幾つかの不具合が出てきました、PDCAで都度修正は行ってきまし

たが、今年度は更に積極的に進めるとの思いで、ターゲットを「クラブ・メンテナンス」

としました。おかげさまで皆さんにはご理解をいただき、各委員会に於いては、継承され

てきたプログラムを行いながら、見直しをしてもらっています。その表れとして、各委員

会開催の頻度は大変なものになっています。会長は各委員会の委員であるとされています

が、時によっては複数の委員会が同時に開催されるなどで出席出来ない場合もあり申し訳

ないと感じています。 

 成田ロータリークラブは昨年特別委員会の「CLP委員会」を「長期計画(CLP)委員会」と

改称しました。これは当クラブに CLP という３文字は定着したのでその先を見据えてその

名の通り「長期計画(CLP)委員会」としたのです。今この委員会は毎月開催され真剣な協議

を重ねています。今後理事会への提言を行いクラブ協議会へと進めていきます。 

 皆さんも、分区、地区の皆さんと顔を合わせることがあると思います。成田クラブとい

うだけで色々な質問を受ける機会が多くなっています。ど

うぞ自信を持って我がクラブについて話しをして下さい。

そのためにも、今日は成田クラブを知り、メンテナンス項

目を見つけるチャンスです。宇佐見カバナーには、この後

予定されております卓話、クラブ協議会での質疑、そして

簡単な懇親会といった一連の行事を通じて、成田ロータリ

ークラブの現状と将来につきまして、ご指導頂けますよう

よろしくお願いします。  

 

◇ 委員会報告 

・青少年奉仕     近藤 博貴 リーダー 

１０月１日、３時４０分から成田高等学校インターアクトクラブ例会が行われます。 

ご都合のつく方はぜひお願いします。 

 

・親睦      吉田 稔 リーダー 

１０月の親睦旅行参加予定者、２２名。今日が締め切りですが、来週の半ばまで申し込み

を受け付けます。 
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◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・白井ＲＣ、旭ＲＣ 2014-15年度クラブ活動計画書 

・多古ＲＣ １０月例会のお知らせ 

・「米山梅吉記念館訪問とぶどうの里を訪ねて」研修旅行のご案内 

 

◇ 表 彰 

米山記念奨学第 9回マルチプル  日暮 俊久 会員 

ポールハリスフェロー    岸田 照泰 会員 

米山記念奨学会より感謝状   平山 金吾 会員（副理事長２期４年） 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 卓話 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 宇佐見 透 様 

成田ロータリークラブの皆様改めましてこんにちは。今年度

2790 地区ガバナー職を務めさせて頂いております宇佐見と申し

ます。所属は千葉幕張ロータリークラブです。 

皆様にはいつも御協力賜りありがとうございます。本日公式訪

問させて頂きましたのは、2014-15年度国際ロータリー会長ゲイ

リーホァン氏が提唱されましたテーマ「Light Up Rotary」を一

刻も早く皆様にお伝えし、今年度方針にもとづきロータリーの目的を推進頂くよう結束頂

きたく直接お話しさせて頂こうとの思いで公式訪問させて頂きました。既に３月８日に開

催しましたリーダーセミナー、３月２９日に開催しました PETS、そして４月２９に開催し

ました地区研修・協議会といういわゆる３大セミナーに松田会長、神崎幹事を初めクラブ

指導者である各委員長の方々にご参加頂き、皆様を通じてご理解を頂いたうえで、スター

トをされておられると思います。ガバナーという身に余る職責ではありますが、誠心誠意

努力致しますのでご支援ご協力の程お願い申し上げます。 

２０００年にＲＩより地区に対し DLP（ディストリクト・リーダーシップ・プラン）を

検討する旨の要請がありました。現在 RI理事会によりガバナーは地区組織を構成するうえ

で DLP の構成に準拠したものを確立するよう要請されています。このことは現在会員減少

に悩むクラブにとって、少ない会員数の中でどの様にすれば活性化するのかを検討したも

のであります。即ち従来の４大奉仕委員会をベースに取り組もうとすると一人で何役もこ

なさねばならない現実に突きあたります。そこで思い切った組織改革を考えようと取り組

んだのが DLPです。具体的に申せば 

（１） 社会奉仕プロジェクト、国際奉仕プロジェクトに関しては全て「奉仕プロジェクト

委員会」なる新組織で統括する 
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（２）増強を目的とした会員増強・退会防止委員会を新たに組織し会員選考や職業分類も

含めた活動を行う。 

（３）地域の人々に私たちの活動を具体的にお知らせする広報公共イメージ委員会を新設

しロータリーの友委員会や会報委員会ともコラボレイトする活動を行う。 

（４）親睦、出席、プログラムなど運営に関わる委員会は旧来のロータリー情報委員会を

クラブ管理・運営委員会と変えこれら全てを統括する。 

以上４つの常設委員会と呼ばれる組織に大きく変えたのが DLPです。青少年、財団、米山 

は旧来のままです。このようにする事により少ない会員のクラブでも活性化できるのでは 

との考えからこれが CLPに繋がればと考えたのはと思います。しかしこれを行うのはあく 

までもクラブ自身です。実際の活動はクラブであり会員皆さんが主役なのです。 

わたしは先程ＲＩが DLP を中心にした地区組織検討するよう云われておると申しましたが

この DLP の先に皆さんの CLP があるとお考えください。ここが重要で今まで CLP のみ導入

しろと話されても目的が見えなければ解らなくとも当たり前です。ですから今年度はまず

地区組織を変え活動内容と目的をはっきり示すことにしました。ロータリーは単年度制で

すから来年また従来の地区組織に戻るかも知れません。ですが私は次年度の櫻木エレクト

にこのことだけは変えないで欲しいとお願いしております。くどい様ですがガバナーとし

て、クラブの皆さんの理解を得ながら変革を試みようと考えています。研修リーダーにも

お願いし、DLPの確立のもと各クラブでそれぞれ、独自に検討、取り組まれている CLP（ク

ラブリーダーシッププラン）の明確化に繋がればと考えています。この後のクラブ協議会

でも CLPの目的と地区における DLP の位置づけから何故、今必要なのかなど、ご意見を伺

えればと思っております。 

１９０５年の発足以来一世紀を越えるロータリー活動には、時代の変化と共に変わった

部分もあると思いますが、変わらぬ原点は職業奉仕にあると考えます。私にとってロータ

リーとは、自らの職業を通しての倫理運動であり地域社会への貢献を基本に根ざすもので

あると考えます。定款にも「ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として、奉仕の理念

を奨励しこれを育むことにある」と明記されております。ロータリアンを侍に例えた場合、

職業奉仕とは、武士としての象徴を示す刀のような存在と思っています。侍は研鑽を重ね

武士となり、帯刀を致しますが但しこの刀は戦（いくさ）の道具では無く、武士としての

気構えの象徴です。ロータリアンの持つ刀は、自分を律する気持ち、又は誇りとして、自

らの心の中に置いておくべき物でありロータリアンの心に宿る刀はロータリアン同士の厚

い信頼関係基づく不可能を可能に変える存在だと思います。キーワードは「和して同ぜず」

です。“和する”すなわち友となり仲間となることは大変すばらしいことであり皆で一緒

に取り組み大事を成す事は大切です。しかし同時に、“同ぜず”が大切で「他人の意見に

惑わされる事無く、自分の意見をしっかり持たねばならない」と考えます。「自らの職業

に基づく人としての信頼回復」と「和して同ぜず」の２つをモットーにロータリーの復活

による「原点回帰」を次年度テーマに、皆様の御協力のもと地区運営にあたってゆきたい

と思います。ロータリーは今やっていることだけを未来永劫変えることなく、続けてゆく

という考え方から、変わりながら続けてゆく事の大切さを、改めて考えて頂きたいと思い

ます。ロータリアン同士、職業奉仕を心に携えてゆけば、ロータリーは再び新たな羽根を

持ち大空に飛び立てる時が来ると確信しております。 

会員増強についてホァン会長は新会員を引き付けつけると共に、現会員を維持し、世界で
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１３０万人への会員拡大を目標にされています。会員増強について、会員数の数字だけに

こだわり「数は力なりの原則のもと、会員を増やせ増やせとスローガンが掲げられますと

すぐさま反発する形で「質」と「量」の議論が発生します。更に悪いのは、質か量かとい

う命題を並べて、出来ない理由を議論し、やらない理屈を語る事です。増強問題は出来な

い理由を語るマイナス発想ではなく、まずやろうとするプラス発想からのスタートが大切

だと思っています。今年度の増強目標は地区に因んで２，７９０名とし、各クラブに純増

１名をお願いします。広報公共イメージ活動でロータリーがどのような活動をしているの

かを地域社会の人々に知ってもらえるよう、「ロータリーデー」を開催してくださること

を願っています。そこで私たちは、社会貢献という共通意識のもと、互いの絆を深め、時

間、才能、資金を注いで活動するグループであることを広報下さい。私たちは「行動の人」

であり、同じ目的意識を持つ人たちと協力して、地域社会が直面する問題を解決しようと

努めていること、同じ様に地域社会のことを考える人びとを見つけたいと願っていること

を伝えることが重要と考えます。にもかかわらず、認知度が低いと感じます。ロータリー

が何を目的とし、何をしているかを知らなければ、入会しようという人や、協力しようと

いう人がいないのも当然です。確固とした、好ましい公共イメージは、単にロータリーの

気高さを高めるだけで無く、それによって奉仕志向の会員が増え、ロータリーの活動をさ

らにレベルアップする重要な戦略だと思います。青少年奉仕活動について地域の方々及び

学校教育機関の協力、顧問教師の方々の思い、御父兄の理解が必要で、信頼関係が無けれ

ば成立しません。インターアクト、ローターアクト、青少年交換、ライラ等での四委員会

が「ロータリーデー」への参加を通じ、それぞれどの様にして地域社会との融合を保つ参

加が可能なのか御検討下さい。未来のロータリアンを育成しましょう。米山記念奨学会事

業は日本で学ぶ外国人留学生にロータリアン自身による寄付金を財源とした奨学金を支給

する事業で、日本独自の特色である「カウンセラー制度」「世話クラブ制度」が重要であ

ると考えます。クラブとして「世話クラブの登録」「カウンセラー登録」を理解いただき、

ぜひ米山記念奨学会への寄付目標である通常寄付と特別寄付の合計で一人 15,000 円達成

をお願いします。最後にポリオ撲滅に関して１９７９年に始まったポリオ撲滅運動も３５

年におよぶ活動で、世界で３ケ国（パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリア）を残す

のみとなりました。しかし本年５月５日に WHO はカメルーン、シリアなど非常在国からの

発症報告に基づき「緊急事態宣言」を出しました。医師団が内戦に巻き込まれるなど予断

を許さない状況でもあり国際的連携と取組みが求められています。当地区では毎年１人あ

たり２５ドルをお願いしております。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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◇ 記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 司会／進行  青木 貞雄 ガバナー補佐 

◇ ガバナー補佐挨拶  青木 貞雄 ガバナー補佐 

皆様こんにちは。宇佐見ガバナー公式訪問クラブ協議会にあたり、

本日は私が司会進行を勤めさせていただきますので、宜しくお願い

致します。 

本年度の第９分区ガバナー公式訪問は、本日の成田 RCが最初ですが、
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宇佐見ガバナーは、地区内外の諸行事に出席すると共に、既に地区内８４クラブの半数強

の公式訪問をこなされる等、7月に就任以来、精力的に責務をこなされています。 

ガバナーには、本日は、遠く成田までお出かけいただきましたことに感謝申し上げると同

時に、ご指導のほど、宜しくお願いいたします。 

 ご案内の通り、当成田 RCは、分区内で一番歴史が長く、ロータリーについて深い見識の

あるベテラン会員が先頭に立って、真摯に、かつ積極的にロータリー活動に取組んでいる

当分区の Leadingクラブで、宇佐見ガバナーは皆さんと意見交換・討論することを楽しみ

にしていると伺っております。 

ご案内の通り、宇佐見ガバナーはロータリーに関する卓越した知識をお持ちであるだけで

はなく、諸事に博識で、かつ、柔軟性、そしてユーモアも持ち合わせておられます。 

本日発表される方に限らず、皆さんには、どんなことでも忌憚のない質問・意見等をガバ

ナーにぶつけ、実りあるガバナー公式訪問にすると共に、当分区のみならず、地区の活動

活性化、発展に繋がる協議会にしていきたいと考えています。 

皆様のご協力を、宜しくお願いいたします。 

◇ 質疑応答 

Ｑ）長期計画（ＣＬＰ）委員会 小宮山 四郎 委員長 

当クラブでは、ＣＬＰ導入から８年が経過しました。 

この８年間の中で、効果的なクラブ活動を展開する一方で問題点も出てきています。 

1. 委員会が絞られ参加人数が多くなった分、それぞれの委員会に参画する会員の意識低

下が見られる。 

2. 各委員会の活動計画が多いために、例会での卓話等、クラブ管理運営委員会の計画が

組みにくくなっている現状が有る。 

3. 奉仕プロジェクト部門に於いては、社会奉仕、青少年奉仕、等の継続事業が多くなり

新規の奉仕活動が組みにくい。 

このような問題を毎月１回の委員会で審議を行い、理事会へ提言していく予定ですが、

年度を超えた中期、長期の計画と、ロータリーの単年度制の相関関係について、カバナー

のご見解をお聞かせください。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

委員会は絞られ一つの委員会への参加人数が大変多くそれぞれの委員会に拡散する会員の

意識低下が見られるということですが、これは委員会の活性化ということで、委員長さん

がどのように委員会を活性化するかということにかかわってくるかと思います。例えば、

奉仕プロジェクトであれば社会奉仕、国際奉仕の区別なく様々なプロジェクトが出てくる

と思いますが、これをどのように運営するべきか、これは後の長期計画、あるいはその継

続性の問題とひっかかる部分が出てくるかと思います。増強委員会からすれば今後どのよ

うな増強活動をやっていくのか、これについては少ない人数ではとてもじゃないけど動き

が取れないし、多くの人数が担わなければいけない部分です。広報についても同じような

事が言えるかと思いますので、有る意味では人数がいくらいても足りない。最後にクラブ

管理運営委員会ではクラブ運営全てに関しての掌握になりますので、有る程度人数が必要

なのではないかと考えます。 

これは本来から、少人数のクラブであってもクラブを円滑化するためにどのようなことが

できるのかというところから発祥したところでございまして人数が多ければ多いほど充実

した内容になるのではないかと思います。これには委員長さんの役目が非常に重く、かつ

大きくなってくると思いますが、リーダーを中心にしっかり行って行くと、若い方がそれ

に見習った上でついてくるのではないかと考えます。 

各委員会の活動計画が多いために例会への卓話、クラブ管理運営委員会の計画が組みにく
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くなっている現状があると言われていますが、クラブ管理運営委員会の設立というのは、

会長が船を進水する係りである、それに石炭が足りない、水を足さなければいけない、会

の運営を円滑にするのがクラブ管理運営委員会の大きな責務です。ただ船が間違った方向

性をとった時、これは理事会に対して理事を通して異論を申し上げるというのが正しい方

法ではないかと思います。つまり役員と理事の違いはここにあるのではないかと思います。

役員は会長中心に船を進水する、理事は必ずそれを検証しながら後から追随するというの

が理事の役目の重要なところではないでしょうか。そして役員と理事で最高決議機関の理

事会を決定するのが正しい方向ではないか、そういう意味から言うと、皆様方の役職は非

常に重要な役職を担っていただいているということになりますので、委員長にお願いする

のが一番正しいのではないかと思います。 

一番の問題であります奉仕プロジェクトの継続性と単年度制についてです。 

結論から言うと、私は奉仕プロジェクトなるものを立ち上げる際に、期間を決めるべきだ

と思います。というのは、私たちロータリークラブ活動の原点は地域の方々と一緒になっ

て活動するというものです。とするならば、継続性はそんなには重要視されないのではな

いでしょうか。種まきの方が大きいと言えます。我々は常に種まきをし、それを検証して

いかなければいけません。やりっぱなしではいけないというのが一番重要な部分です。種

を蒔いた以上は必ず水をあげてください。それが継続性の部分です。継続性をそこに求め

るのは何も問題ありません。私たちは種まきが仕事、芽が出れば、あとは自然に育ってい

くのではないでしょうか。 

 

Ｑ）内規規程委員会 角田 憲司 委員長 

当クラブの細則では、 

第 3 条理事 および役 員 の選挙  

第 1 節  

（ａ）役員を選挙すべき会合・年次総会において、―――中略―――  

前記の投票によって選挙された会長ノミニーは、その選挙のあと、7 月 1 日に

始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして

理事会のメンバーを務めた年度直後の 7 月 1 日に、会長に就任するものとする。 

（ｂ）前項の規定によって選ばれた次次年度会長（会長ノミニー）は、次年度副

会長の任務も併せて行うものとする。 

第 4 条 役 員 の任 務  

第 3 節  副会長  

第 3条 第 1節（ｂ）に従い、会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合

において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって副会長

の任務とする。 

 

この「会長不在」には２種類あると考えられます。 

＊急用などでの欠席 

＊復帰が困難な状態（空席） 

欠席の場合の通常例会での点鐘、挨拶などは問題ないと思いますが、理事会、クラブ協議

会の議長職と所謂「空席」の場合ではその運用を分ける必要があると思います。 

 

PETS を受けていない会員は会長に就任できないことと、「会長ノミニー」、「会長エレ

クト」、「副会長」の三役をどの様に整理すればよろしいでしょうか。 

一方、会長経験者が代行する方が合理的と考えれば、たとえば「パスト会長」又は「直前

会長」が副会長に就くことも考えられますが、どのようにお考えでしょうか。 
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Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

ノミニー、エレクト制度が出来たのがおそらく 20 年ほど前。そういう意味では、ガバナー

補佐を経験しないとガバナーにはなれない、ガバナー補佐は会長職を経験しないとできな

い、ガバナーはガバナーエレクトとして国際協議会に出席しないとガバナーとは認められ

ません。同じような事が全てに言えます。ＰＥＴを経験しないと会長への就任はできない、

ですから、会長ノミニー、会長エレクトもＰＥＴを経験しないと会長職は務まりません。

会長不在の議事運営はパスト会長しかできません。ですから副会長は、パスト会長がやる

ということが 指名委員会の中にも必然的に入ってきます。これについてはある意味、明解

ではないでしょうか。 

 

Ｑ）クラブ研修委員会／指名委員会  遠藤 英一 委員長 

１．会員増強委員を中心に、各会員の人脈も利用して入会を勧誘しておりますが、どのよ

うな内容を伝えるべきでしょうか？ 

２．勧誘に応じた会員は理事会にて入会の可否を決定しますが、勧誘時点では「ロータリ

ーへのお誘い」の冊子を渡して、入会時までお目通しいただいておりますが、どのレ

ベルまで伝えるべきでしょうか？ 

３．クラブ研修については、新会員だけを対象とするのではなく、全会員を対象にＲＬＩ

方式による少人数のグループディスカッション（課題は未定）を２回、学校方式での

研修会を１回予定しておりますが、定款、細則等の一定の定め事またはロータリーの

精神等の研修はどのように実施したらよいでしょうか？ 

４．当クラブへのＣＰＬの導入時に設けられ、会長経験者を委員とした「指名委員会」に

て、従来どおり松田現会長から３代人先（現在２代先まで決定）の会長候補を指名す

る予定でおりますが、他のクラブでの別の指名方法の例がありましたら、参考のため

にご教示いただければ幸いに存じます。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

会員増強委員会を中心に会員の入会をしておられる、どのような内容を伝えるべきかとい

うことですが、成田クラブの方針を伝えるのが精一杯で最低の条件だと思います。（会費納

入、出席、ロータリーの友を読む）その後、クラブ研修委員会と通じてロータリアンとし

ての成長が見られることによって正会員としてどんどん成長されるでしょう。そういう意

味では冊子を渡してというのは十分だと思います。 

定款、細則の一定の定めごと、ロータリーの精神等の研修はということですが、ロータリ

アンがロータリーバッチを付けてロータリーとして行動する以上、定款、細則に拘束され

ることは当たり前です。全会員に定款、細則を有る程度理解していただき、きっちり後輩

に伝えるのが会長の一番重要な役目でもありますので、ことあるごとにお伝えいただきた

いと思います。これは内規規定委員会の一番重要な仕事にもなってくると思います。 

 

指名委員会について、指名委員会が最高の議決機関です。指名委員会が理事会に報告し最

終決定を出します。これは現会長を中心としたパスト会長で結成されます。規定通りです。 

 

 

Ｑ）会員増強・退会防止委員長 小寺 真澄 委員長 

会員増強において、会員増強・退会防止セミナーでは、『質より量、入会後研修会等でロ

ータリアンとしての資質を高めればよい』という、発言がありました。 
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現会員との温度差を生じるのでは。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

質か量か、これは OR ではなく質と量の AND。両方求めなければならないのではないかと

思います。そのためには安易な増強をしてはいけないというのが私の考えです。すなわち

もし語弊があったらすいません。同好会とか研究会など諸団体の先輩、後輩などをまとめ

てお誘いしたりするのはいかがなものでしょうか。間違った増強では、ただの数合わせで

す。刺し違えると大変なことになります。しかし、今年のゲイリーホァンＲＩ会長は家族

のロータリー入会を推奨していらっしゃいます。クラブにはそれぞれの事情があります。

同じクラブに親子が入会するということがありますが、これはどうなのか？しかし、志、

継承が上手くいっている場合、それは大変喜ばしい事です。くれぐれも間違った勧誘、増

強はしてはいけないと思います。人間の内面に打ち込んだ純粋な意味での仲間を目指さな

ければいけません。それは質も量も求めるということです。 

 

Ｑ）クラブ広報委員会リーダー  矢島 紀昭 委員長 

ロゴマークの変更について 

当クラブでは、クラブ活動計画書、ロータリー旗については、既に変更しましたが、その

他のものに付いては、「何を」「いつ迄に」変えていけばよろしいでしょうか。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

点鐘の鐘が成田山の撞き鐘を思い起こさせ、新しいマークのクラブ旗、文化と新たなもの

を取り入れる非常に優秀なクラブと感心致しました。 

マークの変更ですが、「ロータリーの友」二神編集長は強制的なものではないとおしゃって

います。今後、合わせていただくことが重要であると。この件に関して、私もＲＩにも問

い合わせましたが決まっていないということです。ただ新調するようなことがあれば新し

いマークを使用するようにということです。現在あるものも間違いではないのでそのまま

使用してください。 

 

 

Ｑ）クラブ管理運営委員会 石橋 菊太郎 委員長 

1. ｛継続｝ 宇佐見年度、地区で初めて管理運営委員会が発足したことは画期的構成です。 

中村ＰＤＧ以来ＤＬＰ手法を導入した、と言われていますが、5 年目ですね。 

宇佐見さんのこの組織だては当然、桜井さんが踏襲すると信じていますが。地区委

員長やリーダーの考え方の継続と、組織の継続はどうなりますか。 

自意識過剰なガバナーは唯我独尊の思いで他者の言葉を聞かないことが間々あり

ます。 

今更、単年度主義を言葉表に出す様な事は無いと思いますが… 

今年の地区協議会では、委員会に当たって加藤さん（千葉東）始め委員会の皆さん

が苦労されたようです。 

ガバナーとガバナーノミニーの継続とともに地区委員会の継続は地区内の各クラ

ブにとって、混乱を避ける必須条件かと思います。 

 

2. ｛指名委員会｝地区内で毎年恒例になっている、ガバナーノミニー（候補者）選びに指 

  名委員会が機能していない、と感じます。 

次年度、次次年度までくらいの候補者を決めてあれば地区に対しての一層の信頼が

集まると思います。 
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現指名委員会を別名で保存して、新たに数名で新 指名委員会を。 

成田では、ＣＬＰで特別委員会の指名委員会はよく機能していますので。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

ロータリーは単年度制が基本です。これはガバナーの権限が強すぎるため、それを振り回

してはいけないという部分も正直あるかと思っています。武士は二本の刀を持っておりま

すが決してそれを抜いてはいけません。それを判断するために小さい頃からきちんとした

道徳教育を受けております。これと同じだと思います。 

ロータリアンは職業という刀を差すわけですが、むやみやたらに抜いてはいけません。人

のために抜くことはあっても、自分の私利私欲のために刀を抜くことは禁じるということ。

これが武士の精神で職業奉仕の精神にもつながると思います。そしてロータリーの単年度

制にもつながってくると思います。そして話し合いの上で継続して行くことが大事だと思

います。 

指名委員会について、今までは正直あまり機能していませんでしたが、今は機能していま

す。大事にしなければいけないのは、指名することによってクラブの分裂など、クラブに

迷惑がかかるようになってはいけません。 

 

Ｑ）奉仕プロジェクト委員会 設楽 正行 委員長 

本年度奉仕プロジェクト委員会は松田会長のクラブ・メインテナンスの号令のもと、すべ

ての事業の見直しを行うこととなりました。特に社会奉仕の継続事業につき、厳しく見直

すように指示を受け作業中です。 

 

その指標として 

１．会員の参加数の減少の原因は―立ち上げ時の熱気はどこへ 

２．マンネリ化していないか 

３．金だけ出して効果があるか―費用対効果の問題 

４．金は出しても結果報告を聞いていないー金の使い方は適正か等などであります。 

しかし 

１．立ち上げ時のロータリアンとその組織との人間関係があり、なかなか中止できない 

２．中止して引き継ぐ団体が見つからない 

３．新しい事業の立ち上げに時間がかかる。 

等悩ましい事ばかりです。そこで継続事業の打ち切りに際し、スム－ズに行く方法、特に

人間関係についてアドバイスをお願いいたします。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

個人で病院、税理士などの職業をお持ちの方はわかりやすいです。ところが商いをベース

にしているものにとっては非常に難しい部分です。利潤を受けなければいけません。利潤

によって従業員を雇いそして社業を盛り上げていかなければいけません。そういう意味で

は商業をベースにした職業奉仕は非常に難しいです。それらを解決する問題として、欧米

における職業奉仕の考え方（成果主義、結果しか見ない、いくら寄付をした）があります。 

東洋人的な考え方として、相手の気持ちを思いやった職業奉仕。相手がこうしてあげれば

もっと喜ぶだろう、利潤を得るのは仕方ありません、自分の生活がありますから。しかし

相手がこの利潤に上回るだけの気持ちを感じてくれたら、それは許されるという職業奉仕。 

今日だけではなく、来年、再来年、５年後、１０年後を考えた我々の仕事になっていなけ

ればいけません。それがロータリアンの職業奉仕だと思います。今後我々が取りくまなけ

ればいけない最も重要な部分です。 
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Ｑ）ロータリー財団／米山奨学委員会 長原 正夫 委員長 

当クラブは、ロータリー財団、米山奨学ともに、寄付額では問題なくクリアー出来ます。 

ロータリー財団の、認証ポイント使用に関する考え方についてガバナーのご見解を伺いま

す。 

この方法は、ルール通りに行えば問題なく認証されますが、特に日本人の感覚として「他

人のポイントを貰ってポールハリス・フェローになって何の意味があるのだ」このような

疑問が湧いてきます。 

この制度を違和感なく上手く利用するためのヒントを頂けますか。 

 

また、米山奨学生世話クラブとして、例年に続き昨年・今年と孟克巴図（ムンクバト）奨

学生を受け入れています。 

過去１０名以上のお世話をしてきましたが、今でも交流のある人は一人だけで残念なとこ

ろです。 

そして、 

１．他のクラブでは米山記念奨学会の学友会方々との交流会を深めているのでしょうか？ 

２．今まで受け入れてきた奨学生は、日本にどれくらいいるのか？ 

３．また、日本で働いている方がどれくらいいるのか？ 

４．その後、ロータリーとのかかわりはどのようにしているのか、 

５．地区では把握しているのでしょうか？ 

６．過去に受け入れた米山記念奨学生が近隣いるのであれば、交流会を設けては？ 

窓口となってくれている地区としてどの様にお考えでしょうか。 

 

Ａ）宇佐見 透 ガバナー 

認証ポイントは、クラブに差し出すというのが普通の在り方です。そして、呼び水として

ポイントを使っていただきたいと思います。 

米山奨学生との交流に関しまして、今年度、第 1 回の米山奨学生、ファミリー、関係者を

呼んでバーベキューパーティを開催いたしました。１００名近く集まりました。このよう

な形で、財団の学友会においても検証しなければいけないところです。今までこういう事

をやらなかったところが我々の一番悪いところだったと反省しております。 

 

 

◇ 懇親会 
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※平山 金吾会員よりニューモラルをいただきました。 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長、神﨑 誠、設楽 正行、石橋 菊太郎 

近藤 博貴、遠藤 英一、矢島 紀昭、大澤 浩一 

渡辺 孝 各会員 

１０月１日 
成田付属高等学校 

インターアクトクラブ例会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４１ ２２ ６５．０８％ ９５．２３％ 

インターアクトクラブ（Interact Club、IAC、IC）は、ロータリークラブにより提唱された、12歳

から 18歳までの青少年または高校生のための社会奉仕クラブである。日本においては、

高等学校の福祉・ボランティア系のクラブ活動（部活動）・サークルとしておかれることが一

般的であるが、高校に属さない「地域クラブ」として活動するクラブもある。奉仕の精神と国

際理解を青少年（新世代）に付与するため設立され、提唱クラブは、指導・助言・監督の責

任をもっている。同様の趣旨で、18歳から 30歳の若人のためのプログラムとして、ロータ

ーアクトクラブがある。両アクトは、ロータリー直営の青少年奉仕活動プログラムである。 

 

卓  話 

「ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞあれこれ」 

近藤 博貴 会員 

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 

 

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 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
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