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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2720回例会 平成 28年 9月 30日（金） 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    手に手つないで 

◇ 四つのテスト      杉浦健 会員 

◇ お客様紹介   

第 2790 地区ガバナー 青木 貞雄 様 

地区幹事長  藤崎 政弘 会員 

第 2790 地区第 9 分区ガバナー補佐 髙橋 宏一 様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様、飯島 清人 様 

米山記念奨学生 イーチェン さん 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

村嶋 隆美 会員：本日、36 回目の結婚記念日です。先日、当クラ

ブよりお祝いの品をいただきました。ありがとうございます 

 

近藤 博貴 会員：当クラブには、柴田實会員が全訳した「ロータリ

ーへの道」がありますが、372 ページとページ数が多く読むのには少

し抵抗があります。今回、甲府北ロータリークラブが再版したＲＩ公

認の日本語版（抄本）『ロータリーへの私の道』を取り寄せましたの

で、会員の皆様にもご一読いただきたいと思います。柴田さんの訳本

は全部で 48 章 372 ページありますが、ＲＩの日本語版は 8 章 102 ペ

ージで、主にロータリー関係の記述に限定されています。ロータリー

クラブの生い立ちを知るのには手ごろな本だと思います。メールボッ

クスに入れておきますのでご希望の方は読んだ後、返却してください。 
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佐瀬 和年 会員：24 日、元米山奨学生のシルネンさん（モンゴル

高専の校長先生）が来日されました。私と平山会員と 3 人で授業に

必要な工具関係を調達いたしました。来年 2 月にも来日予定だそう

です。 

 

諸岡 靖彦 会員：9月 24日～25 日の地区大会では、青木ガバナー

にご配慮いただきました。ありがとうございました。 

 青木ガバナー年度の大きな施策であります、分区主催『ロータリ

ー情報研修会』は、明日 10 月 1 日の第 4 分区を皮切りに、全 14 分

区で開催されます。 

昨日は、担当委員会として第 4 分区の富津中央クラブの例会に出席して、顔合わせと段

取りを確認しました。 

 小野ガバナー補佐、並びに富津中央クラブにご挨拶して、アットホームで和やかな例会

の雰囲気を楽しんできました。 

 3 年後のデジグネイトの問題では、成田クラブの皆様には多大なご協力をいただかなけ

ればなりませんが、私にとりまして、今現在の責任を果たすことが当面する重大事です。

第 9分区のロータリー情報研修会は 12月 2日の最終回ですが、最後に第 9分区で花が咲く

ように、努めてまいります。よろしく、ご支援をお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日の例会は 2790 地区青木ガバナー公式訪問でござい

ます。成田コスモポリタンロータリークラブにとりまして

は、初めてのガバナー選出と言うことで会員皆様にとりま

しては大変喜ばしいこととお察しいたします。地区大会に

おいて大会会長コスモポリタン野間口勉様が触れておられ

ましたが、知らない方もいると思いますので、ここで私が

先輩会員にコスモポリタンロータリークラブがどんな経緯

で誕生したのかお話を聞いておりますので、すこし話してみようと思います。1992 年南部

裕ガバナーの成田ロータリークラブ公式訪問の折、新クラブ要請が出されたそうです。

1992 年 10 月 2 日の理事会で同一区域内に分割に依らない新クラブ設立が決定され 1993

年 12 月 1 日成田ウインズホテルにて創立総会式が盛大に行われたと聞いております。新

クラブの名称は国際都市にふさわしいということで、成田ロータリークラブ元会員の柴田

實様に発案していただいた「成田コスモポリタンロータリクラブ」に決定されました。初

代会長には野間口勉様が任命されチャーターメンバー47 名、其のうち成田ロータリークラ

ブからは 10 名の会員が移籍されたとのことですが、今では親クラブの成田ロータリークラ

ブをしのぐ 2790 地区一番のクラブに成長され、財団、米山奨学金の寄付に限らず会員数

でも若い会員が多くクラブそのものが活気に満ちていると聞いており敬意を表すところで

す。この先新しいクラブながら、他のクラブの模範となることを切望いたします。先ほど

青木ガバナー、藤﨑地区幹事、高橋ガバナー補佐とこれから一年間の成田ロータリークラ

ブの方向性について、お話をしましてアドバイスをいただきました。2016 年規定審議会に

基づく標準ロータリークラブ定款のお話、そしてＲＩ会長ジョンＦ.ジャーム氏のテーマ
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「人類に奉仕するロータリー」今年度成田ロータリークラブは障害者施設大成会かしの木

園を支援したことをお話し「最重点取組事項」会員増強につきましては、誰でも良いとは

申しませんが四つのテストの実践できる方ならＯＫと言うことですので、皆さんの知り合

いでこの人はと言う方がおりましたら紹介していただけたら、大変にありがたいと思いま

す。尚、今年のガバナー訪問は懇親会がございません。クラブ協議会も 15：00 には終了

となります。青木ガバナーも子クラブの成田コスモポリタンロータリークラブの選出です。

最後までお付き合いの程よろしくお願い申し上げます。 

 

◇ 表 彰 

マルチプルポールハリスフェロー7 回目 

設楽 正行 会員 

 

◇ 米山記念奨学金授与 

シ イーチェン さん（千葉大学大学院） 

先月から一ヶ月間、新国立競技場の建築者である隈研吾さんの事務

所でインターンシップとして働きました。事務所では、色々な国の人

がて、日本語、英語、中国語を交えながら話をするような状態でした。

プロジェクトも日本だけではなく、他の国のプロジェクトにも参加し

ました。充実した一ヶ月間でした。 

 

◇ 委員会報告 

・米山記念奨学会   堀口 路加 リーダー 

米山記念奨学会へ小川賢会員から 10 万円の寄付を頂きました。 

 

・クラブ広報委員会   長原 正夫 委員長 

クラブ広報委員会と言う委員会名が、7 月からクラブ公共イメージ委

員会に変更になりました。当クラブのクラブ活動計画書 16、25 ペー

ジの委員会名の訂正をお願いいたします。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報   成田空港南、旭、八街ロータリークラブ 

・例会変更  成田コスモポリタン、多古ロータリークラブ 

・財団室 NEWS10 月号 

・日本ボーイスカウト成田第一団との交流会のお知らせ 11 月 20 日 

・ハイライトよねやま 198 

・「ロータリー全国囲碁大会」のお知らせ 

・地区財団室寄付月次レポート 

・「高田松原を守る会」よりお礼の手紙 

・第 5 回成田スポーツフェスティバルの開催について 10 月 8 日旅行中 

・赤い羽根共同基金へのご協力のお願い 
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・北千葉道路連絡調整会議資料 

≪連絡事項≫ 

・10 月のレート 102 円 

・今後の主な予定 

10 月 7 日 月初例会、役員、理事会開催 

10 月 8 日～10 日 沖縄親睦旅行 

14 日 休会（旅行振替） 

21、28 日 通常例会 

11 月 24 日 分区親睦ゴルフ 

12 月 4 日→2 日(金)へ情報研究会 場所：ラディソンホテル 

 

◇ ガバナー補佐挨拶【お知らせとお詫び】 

第９分区ガバナー補佐 高橋宏一 

皆さまこんにちは。先日の地区大会には分区内の皆様には、

ホストクラブ、コホストクラブとしてのお手伝いをいただき、

大成功の裡に終了いたしました。青木ガバナーに対しこの成

功を皆様とともにお喜び申し上げたいと思います。 

本日は青木ガバナーの公式訪問ですが、私からは 12 月 2

日に開催されます、第 9 分区情報研修会についてのお知らせ

とお詫びを申し上げます。 

はじめは 12 月 4 日（日）に開催する予定で進めておりましたが、今月初めに開催され

ました第 9 分区の会長幹事会におきまして、一部のクラブから「日曜日では出席率が悪い

よ」というご意見が出ましたので、検討し直すことになりました。ウイークデイの水曜日

は分区内 6 クラブのうち 3 クラブが例会日ですので、11 月 30 日（水）に移動例会として

開催することを考えました。しかし当日の研修会を進めていただく地区の研修委員の方々

のご都合が悪く、金曜日ならご都合がつくということで 12 月 2 日（金）に開催すること

にし、会場も三度日にちを変更しました。ところがこちらの成田クラブが、その日は年間

計画で休会日だったということを確認せずに決定してしまいました。さらに地区委員のご

都合や会場の変更も考えましたが、11 月中は分区内のガバナー公式訪問が続き、12 月 2

日を過ぎると年末にもなり、会員の皆様も繁忙期になってしまいますので、やむを得ず 12

月 2 日に予定通り開催させていただくことにいたしましたので、成田クラブの皆様にも休

会日ですがぜひご協力いただきますようよろしくお願いいたします。なお会場は富里市の

ラディソンホテルです。明日 10 月 1 日に、分区内各クラブにメールでご案内を発信する

予定です。 
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◇ ガバナー卓話 

第 2790 地区ガバナー 青木 貞雄 様 

ご案内のありました 2016-17年度ガバナーで成田コス

モポリタン RCの青木です。 

最初に、成田 RCの皆様には、3月６日に始まった三大

セミナーから、9月 13日の地区大会記念ゴルフ大会、そ

して先週末の地区大会と、直接・間接に多大のご協力・

ご支援を賜り、誠にありがとうございました。 

今期は未だ９ヶ月ありますが、お陰様で、公式訪問を除

き、大きな恒例行事はすべて終了しましたので、少々安

堵しているところです。 

ゴルフ大会は想定を超える豪雨により、5 年ぶりの途中中止となり、参加いただいた方に

は申し訳なく思っていますが、地区大会は天候にも恵まれ、多数の皆様の参加をいただく

ことが出来、ありがたく思っています。 

2008年国際協議会で自ら考案した職業奉仕を幹とする「ロータリーの樹」を発表すると共

に、国内・国際ロータリーの要職を歴任された渡辺 好政 RI会長代理より、長年のロータ

リー経験に裏打ちされた理解が容易なロータリーの基本、また、変化するロータリーへの

対応等の話を伺うことが出来、多くの仲間との親睦を含め、皆さんも何かを学んでいただ

けたのではないかと思います。 

さて、Germ RI会長より、各クラブの状況把握、及び支援はガバナー補佐の務めであり、

ガバナー公式訪問は、切磋琢磨するための複数クラブ間情報交換の場とするよう示唆があ

ったため、アシスタントガバナーの努力もあり、本年度は、3クラブが 6ヶ所、2クラブが

18ヶ所の 54 クラブが合同、残り 29クラブは単独で、7月 27日から 11月下旬の間に 83 ク

ラブを 53回に分けて公式訪問させていただく予定で、本日は 27回 49クラブ目です。 

ご案内の通り、6月末に富津 RCが RIを脱会したため、当地区の今期は 83クラブ 2,729 名

でのスタートとなりました。そして日本全体では、富津 RCを含め、昨年 1年間に 6つのク

ラブが廃止となったことを申し添えます。 

また、成田コスモポリタン RCは、クラブの名称は世界人ですが、実態は地区出向経験者も

少ない Domesticなクラブなので、公式訪問の機会に各クラブの活動を体験させていただく

べく、毎回 2人の会員が私に同行しています。本日は、先ほどご案内のありました越川、

及び飯島両会員に加え、地区幹事長の藤﨑も陪席させていただきます。 

私どもの親クラブで、昨年創立 55周年を迎えた成田 RCとは日頃より親しくお付きいただ

いていますが、そのロータリー活動に対する取組みは、ロータリー歴の長い会員を中心に

秀逸で、私が今までに訪問させていただいた 48クラブの中でもトップクラスではないかと

思います。特に、CLPを早期に導入され、単年度主義と言われるロータリーにおいて、長

期計画委員会を中心に中長期的計画立案、また斯かる計画に基づく各種施策運営等は素晴

らしいと思います。 

しかし、計画・実行が緻密すぎるが故か、アシスタントガバナーの報告には、活動が特定

会員に偏っている、またその結果としてか活動がマンネリ化しているとの評価もあります。

これらの点については、クラブの中核となっているベテラン会員と、若手、あるいは会員

歴が短い会員の意見等を、後ほどのクラブ協議会で伺うことが出来れば幸いです。 
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さて、本日、まず RIのテーマ・方針、及び地区の行動指針・運営方針について、そして、

2番目にロータリーの変化と対応という 2 つのテーマについて話をします。 

John F．Germ 本年度 RI会長は、 

１．ロータリーに誘われた時点で、私達は、素晴らしい仲間と出会い、そして、人のため

に役立つことをする大きな機会を与えられる。世界には、多くの課題、助けを求めて

いる人がいるが、我々に与えられた機会を生かすか否かは、我々一人ひとりの行動に

かかっている。 

  そして、我々は様々な分野から集った熱心で有能な職業人の集団であり、世界を変え

る力、ネットワーク、及び知識の結集がある。 

２．我々は、ポリオ撲滅に取組んでいるが、ロータリーとは何か、そして何に取組んでい

るかを地域に広め、資金援助者を含めた仲間、会員を増やすことが重要で、仲間が増

えれば、我々はより大きな目標を達成することが出来る。 

３．単に会員を増やすのではなく、奉仕活動に取組み、4 つのテストを真に実践できる会

員、そして新入会員を暖かく迎え入れるリーダー、クラブが必要だ 

４．P．ハリスがロータリーを創設した目的「価値観を分かち合える人をみつける」は現在

も生きている。大切なのは、誠実さ、多様性、寛容、友情、平和を重んじ、人類への

奉仕が人生最大の目的と信ずることだ。 

５．ロータリアンは平等で、私たちはチームの一員だ。皆で協力して多くの人の人生を良

いものにしよう。 

と述べた上で、ポール ハリスと同様、人生最大の目的は人類に奉仕することと信じ、

2016-17年度のテーマを「Rotary Serving Humanity＝人類に奉仕するロータリー」としま

した。そして、対外的には、今やパキスタンとアフガニスタンの２ヶ国となった「ポリオ

の完全撲滅」、内部に向けては、より大きな目標を達成するための「会員増強」を重点取

組み事項とすると共に、ロータリー戦略計画に基づき、 

a) クラブのサポート強化、b) 人道的支援の重点化と増加、c) 公共イメージと 

認知度の向上に努めるよう私たちに求めました。 

  私は、志を同じくする人の集団は、その目的追及び活発な活動の展開に仲間の拡大が欠

かせないと考えます。ただ人数が多ければ良いという話ではありませんが、ロータリーも

同じで、会員が多ければ多いほど、私たちは素晴らしい仲間と出会う機会が増えます。ま

た、奉仕活動を含めた種々の活動を活発に展開できます。そして、結果的に地域における

知名度が高まり、新しい仲間の輪の拡大に繋がると思います。 

「ロータリーとは何ですか？」、また、「ロータリーは何をやっている団体ですか？」と

聞かれ、答えに窮する会員も多いと思いますが、私は「価値観を分ち合う仲間との

Fellowship、即ち、友好を通じて自らの人間性・人間力を高めると共に、自らの職業を通

じ、また、出来る範囲で周りの人の役に立つことをする心がけを持つ人の集まり」と答え

ます。尚、ロータリーは、職業上の高い倫理基準を求めていますが、私は、倫理感とは、

職業だけではなく、人間として社会生活をおくる上ですべての面において身に着けるべき

基準だと思います。 

ロータリアンとなって素晴らしい仲間との出会いを、また、他の人のために役に立つこと

が出来る機会を既に与えられている私達は、ロータリーに対して感謝の気持ちを持つと共

に、この感謝の気持ちを分ち合う仲間の拡大に挑戦すべきと考え、地区行動指針を「感謝



 7 

と挑戦」としました。言い換えれば、私たちは、ロータリアンであることに感謝の念を持

つことが出来るような活動に挑戦することが重要です。 

 

さて、当地区会員数は、Rの第１ゾーン最大ですが、1995年 4月の 4,378 名を peakに

減少しました。2012年 6月末の 2,689名で底を打ち、その後わずかながら増加に転じ、至

近の本年 6月末は 2,739名でした。 

しかし、地域特性もあり、当地区では 2 極分化が進んでいて、本年 7 月 1 日時点では、

会員数が最大のクラブが 80 名に対し、最少は 5名です。 

50名を超える大きなクラブが 14、40名台のクラブが９あると共に、30 名台のクラブが 20

で、これらを足すと 43クラブとなり、全体の 5割強です。 

他方、残り 40クラブは会員 29名以下で、そのうち 13クラブは会員が 19名以下です。 

3年前、私が地区クラブ奉仕委員長兼会員増強委員長を拝命した折、委員の皆さんとア

ンケート調査等を行い、会員増強について色々研究した結果は以下の通りでした。 

1) 会員減少期でさえ、当地区では毎年 200名超の新入会員が誕生していました。問題

は、入会者と同数、あるいはそれ以上の会員が退会したことです。尚、このような

知見に基づき、私が会員増強委員長を務めた翌年から地区の組織が、「会員増強・

退会防止委員会」に改称されたことは、ご案内の通りです。 

2) 後任が来る大手企業の社員の職場間異動を別にすると、退会者の多くは、高齢者、 

及び入会 5年未満、特に入会２～3 年でロータリーについての知識と理解が未だ 

十分でない会員でした。 

3) 会員歴 5年未満の会員が退会する背景には、例会出席等の活動参加に時間的余裕が

ない、ロータリアンになったが活動に魅力がない・奉仕活動への取組みが少ない、

幹部と意見が合わない等が多く見られました。会員増強に関する他地区の資料を見

ると、入会理由として職業上の繋がりが大多数で、趣味の仲間も多くありました。

そして、退会理由は、仲間意識の薄れ、親睦活動に魅力が無い等が多く見られます。

尚、これは避けて通ることが難しい問題ですが、日本の会員数増減は GDPの変化に

呼応しているという見方もあります。 

日本全体の統計では、入会 1年未満での退会が７％、１～2年未満が 10%、3～４年が 13%、

即ち、入会者の 30%が 4年以内で退会しているそうで、その背景は、入会基準が甘いとい

う評価があるそうですが、私は、このような状況に対して我々がまず取組むべきは、会員

がロータリアンになって良かったと思うような活動をクラブ

が追求することによって退会者を減らすことだと思います。 

具体的には、出席したくなる例会、参加したくなる親睦・奉仕

活動の展開、及びロータリーを理解し、かつロータリー活動に

対する関心を深める研修の強化です。 

私が学校を卒業して企業に勤め始めた約 50 年前、職場では、

部長は元より、課長の顔を見ることもまれでしたが、1990 年代

に入って産業の Globalization、即ち国際化が進むと、企業間

競争が激化し、大手企業でも今や課長・部長は元より、取締役

も率先して仕事に直接携わらざるを得ない状況、言い換えれば
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職位があがるほどに仕事が厳しくなり、中には、社長も大部屋で一般社員と一緒に仕事を

している大企業も出てきました。ロータリーの根幹は職業奉仕であり、自らの職業をしっ

かり務めることが第１です。従って、気ぜわしい現在の世で貴重な時間をロータリー活動

に割くには、私達は、今まで以上に魅力ある活動を展開しなければ会員の維持、新規会員

勧誘は難しいと思います。 

ロータリーは単年度主義と言われますが、これは会長、ガバナー等の任期で、会員が毎年

変わるわけではありません。従って、クラブ運営は継続性を以って行われる必要があり、

特に、仲間の拡大に繋がる元気なクラブ造り、研修を通じた会員歴の短い会員の育成、そ

して、新規会員の勧誘等は、継続的取り組みをもって対応する必要があります。 

会員増強と言うと、「質か量か」の議論が先行し、行動が伴わないケースがよく見られま

す。クラブの中には、会員が少なくても、会員歴の長い会員を中心に模範的な活動を展開

しているクラブもありますが、会員の加齢は年々避けて通ることが出来ず、このようなク

ラブでも、新入会員、特に若年新入会員の勧誘に力を入れる必要があります。 

ロータリー活動の経験が浅い私ですが、最近数年に地区委員、ガバナー補佐等を体験し、

ロータリー活動・歴史等についての知識が豊富で、研究を常に怠らない会員が多くいるこ

とを知りました。その後、私は、斯かる仲間から色々教えを受けています。 

ロータリーには、このようにロータリー活動についての識見に富んだ会員も必要ですが、

多くの会員にこのような活動を望むのは難しいと思うと共に、私は、全員がこのような会

員である必要は無いと思います。 

それよりも、例会に出席し、お互いに意見を交わし、知らないことを学んで成長していく

とことが大事です。 

111年の歴史を通じて変化してきたロータリーには、こうでなくてはいけない、あるいは

こうあるべきだと言う絶対はなく、それより多様性が重んじられると共に、理念を求める

よりも実践・行動が重要だと思います。 

「ロータリーには、落ちているゴミを拾う人よりゴミを落とさない人を育てよとの言い伝

えがありますが、それは落ちているゴミを拾わなくても良いということではありません。

クラブの目標として、時間をかけてゴミを落とさない人を育成することは大事ですが、一

日一善、私たちは目の前に落ちているゴミを拾うこと、仲間に声をかけること、何でも良

いから毎日１つ、他の人の役に立つことをしようではありませんか。これが奉仕の実践だ

と思います。従って、Germ 国際ロータリー会長の言にもある通り、4つのテスト、ロータ

リーの目的、あるいはロータリアンの行動規範が実践できる人、また実践しようと考える

人であれば、誰でもロータリアンになる資質を備えているのではないでしょうか。ロータ

リアンは平等です。大事なことは、ロータリーに加入した新会員と私たちが一緒に学ぶ謙

虚さを持つと共に、知らないことを教え合い、次の時代のリーダーを育てていくことだと

思います。このため、今年度は、多くの新入会員を対象に研修強化を図ることが出来るよ

う、地区主催ではなく、アシスタントガバナー主催により約 10年前まで行われていた分区

別会員歴５年未満会員研修を復活させましたが、結果として、ここ２年は秋の行事となっ

た IM開催を年明けに戻しました。 

もう 1つ忘れてはいけないことは、創立 25、30年を迎えたクラブの中に会員減少が顕著な

クラブが見られることで、クラブ運営は常に課題を見つけ、その解決に継続的に一生懸命

取り組んで、この時期を乗り切ることも重要です。 
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私は、会員増強と言わず、あえて仲間の拡大と言いますが、全てのクラブが元気なクラブ

として充実した活動を追求し、志を同じくする仲間の輪の拡大に繋げていただくよう、今

年度ガバナー月信最終頁では元気なクラブ紹介をしています。皆さんには、是非、他のク

ラブの模範となるような元気なクラブ活動をガバナー月信で披露していただくようお願い

します。 

ＲＩ会長は、会員 51名以上のクラブに 2名以上、50名以下に最低 1名の会員純増目標達

成を求めていますが、皆さんには、会員数回復・拡大に向け、この目標以上の会員純増を

是非実現していただくようお願いすると同時に、①来年の R財団 100周年に向け、例えば

地域の奉仕プロジェクトに R財団 100周年記念事業の冠をつけていただく、また、②ここ

２年続いている地区としての R財団寄付ゼロクラブ Oに向けた協力、出来れば上期の寄付

納入、そして、③情報システム化が進む国際ロータリーに accessするための My Rotary

登録推進等をお願いします。 

 

さて、本日の卓話の 2番目のテーマは、変化するロータリーと、私たちの対応です。 

今年 1月、ガバナーになるため受講が必須の国際協議会に参加した折、来年 6月に米国ジ

ョージアジ州アトランタで開催される国際協議会のスポンサーにコカコーラ社が指名され

たとの発表があると同時に、コカコーラの文字とロータリーのロゴマークが印刷された赤

いセロファンで包まれたコカコーラの瓶が晩餐会の食卓に提供されたことに、私は、ロー

タリーがこんなことをするのかと驚かされました。 

 本年 4月の規定審議会では、標準ロータリークラブ定款の近来稀な大幅改定が行われま

した。当クラブでは早くから規定審議会決議に基づくクラブ定款・細則の策定に取組んで

おられます。 

また、8月 15日付で地区より和訳 2016年版「標準 RC定款」をご案内したので、皆さん新

しい定款の内容は十分にご存知かと思いますが、今回の大きな改訂の多くは、義務ではな

く、各クラブの裁量範囲を広げる任意規定です。即ち、改定された義務規定は、主として

以下の 9つです。 

1) 理事に会計を含む 

2) 理事会議事録の作成、及び会員への 60日以内の回覧 

3) 少なくとも①クラブ管理運営、②会員増強、③奉仕プロジェクト、④公共イメージ、

⑤ロータリー財団の 5つの委員会のクラブ内設置 

4) 出席免除会員の条件に、少なくとも 20年以上ロータリアンであることを付加 

5) Ｅクラブの名称と定義の廃止 

6) 2017～18年度以降の人頭分担金引上げ額を現在の年間 USD１から USD4に変更  

7) 職業分類は残すものの、会員身分の条件緩和 

8) ローターアクターとロータリアンの二重登録可能 

9) 年会費の徴収義務は残ったが、入会金の徴収義務は廃止 

これらは本年 7月１日以降遵守しなければならない規定変更ですが、この中で、会員身分

の条件緩和、及びローターアクターとロータリアンの二重会員可能は、規定として排除で

きないものの、新入会員の選考にあたり、別の理由で職業経験の無い人、また、ローター

アクターの加入を排除することは可能です。 

そして、例外規定として新たに導入された 
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1) 最低月 2回の例会で良い。 

2) 従来の会合型クラブの一部例会のオンライン化可能 

3) 祝祭日がある週の例会は休会に出来る 

等は、採用するか否かはクラブの裁量に任されており、徴収義務が廃止された入会金を徴

収するか否かを含め、クラブ細則でいかようにも決めることが可能です。同時に、従前の

運用形態を継続することも可能です。 

また、会合規定で例会のオンライン化が認められているため、名称は別にして Eクラブ 

の設立は引続き可能です。しかし、逆に言うと、これら緩和された規定に基づき、 

①入会金無料、②例会は月間 2回、③例会の一部をオンライン例会とする、④祝祭日のあ

る週の例会は休会、⑤職業経験の無い人も会員にする、⑥ローターアクターも会員にする

等の運営形態を導入するクラブが出現する可能性があります。 

ご案内の通り、各クラブは RIの管轄下にあり、地区の管轄下にはないため、私、または地

区は、皆さんのクラブの運営形態について助言はできても、指導・指図することは出来ま

せん。勿論、地区が統一した運営基準をクラブに指図することも出来ません。 

規定に基づき、規定審議会決定事項は、会議終了後２ヶ月以内に各クラブに報告されると

同時に、その後２ヶ月以内の反対意思表示が可能です。 

そして、反対票が有効投票の 5%を超えた規定は、全クラブを対象に郵便投票が行われ、多

数決で賛否の最終結果が 7 月１日に遡って決まります。 

このため、標準 RC定款等を掲載した和訳「手続要覧」発行は年末になるのが恒例です。 

しかし、今年は大きな変更があったためか、My Rotary に 6月中旬には英文「標準 RC 定

款」が、そしてご案内の通り、8月 10日過ぎに、和訳「標準 RC定款」、「国際ロータリ

ー定款」、及び「国際ロータリー細則」が発表されました。 

また、9月中旬には、英文「2016年手続き要覧」が発表となっています。 

皆さんは、標準ＲＣ定款の内容をしっかり確認し、標準ＲＣ定款の規定の中で、皆さんの

クラブがどのような運営形態をとるかを会員間で十分に話し合い、クラブ細則に反映させ

て下さい。 

そして、各クラブの運営形態に差異が出てきた場合、会員のクラブ間移動が発生する可能

性が否めないことにも留意して下さい。 

長い歴史と伝統の中で、ロータリーの基本を追求されている成田 RCの皆さは、従来から

の運営形態を継続されると思いますが、変化するロータリーの現実を理解すると共に、各

クラブがとる様々な運営形態を認める寛容さ、広い心を持って今後の活動に取組んでいた

だくようお願いします。 

以上で卓話をおわらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 
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◇ 集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 司会／進行  吉田 稔 幹事 

◇ 青木ガバナー挨拶   

◇ 質疑応答 

Ｑ）長期計画（ＣＬＰ）委員会 松田 泰長 委員長 

事前に提出しておりました質問事項には、卓話でふれていただき

ましたので、急遽別の質問をさせていただきます。 

・なぜ 9 月 3 日(土)地区の行事が二つ重なったのか？(会員増強・

退会防止委員会セミナーとフェローシップ委員会六本木マハラ

ジャｄｅ交流会) 

・地区大会記念ゴルフの中から希望の風に寄付するのは何故か 

 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

9 月 3 日(土)に地区の会員増強・退会防止委員会セミナーとフェローシップ委員会六本木マ

ハラジャｄｅ交流会が重なりました。絶対止められなかったということは無いと思います。

ただ随分前から場所を抑えてあり、準備も進められていました。対象になる会員も違うと

いう認識もありました。会員増強委員会には沢山の方に出席していただきました。非常に

有意義なセミナーだったと思います。フェローシップ委員会の担当者は、随分気にしてい

らっしゃいましたが、40 名ぐらい集まったそうです。今後十分に注意するということでご

理解頂きたいと思います。 

「希望の風」は非常に難しい問題だと思います。各被災地のクラブが考えていた以上に寄

付金が集まり、それをどうするか？大部分の地区にお金はお返しいたしましたが、現在も
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7,000 万円ほどあります。震災された地区の大学、短大に進学される方に、毎年、地区の

教育委員会の申請を通じて奨学金をお渡ししている状態です。これが全国的でないのはど

ういうことか？という意見もありますし、片方では折角こういう基金を作ったのでこれを

大きくしていきたいという意見もあります。今年度、地区としてはしっかり取り組んでい

きたいと思っています。従来、地区大会ゴルフの参加料の中からいただいておりましたが、

これはあまり良くないのではと言う意見があり、チャリティーでいただいたお金を中心に

して、運営の余剰金から出させていただきました。今年は従来の金額の半額です。この基

金は、必ずしも多くの方から理解されているものではないと思いますが、当地区から出ら

れたパストガバナーが中心になって活動を開始されたということもあり、当地区では支援

していくような立場で取り組んでいます。反対とご指摘がありましたが、私個人としては

そんなに悪いものではないと思います。当時は運営費にかなりお金がかかるということで

したが、今は改善されていると思います。できるだけ広くご理解をいただき、活動を広め

ていきたいというのが地区の考え方です。 

 

Ｑ）出席奨励・退会防止委員会 高橋 晋 委員長 

(代読 喜久川 登) 

・ＲＩでは入会金の扱い 4 票差で賛成が反対を上回り入会金が削除

されましたが 2790 地区で今後各クラブでの入会金扱いについてど

うするか教えてください。 

・当クラブでは会員の適性人数は石川会長より 70 名と話されまし

たが他のクラブでは適性人数はどの位の事を考えているのか教え

てください。 
 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

適正人数はないと思います。今回解散になった富津ロータリークラブは親クラブです。子

クラブの方が元気になって解散になりました。東京には会員が 350 名というクラブもあり

ます。これで適正なクラブ活動ができるのか疑問ですが、クラブとして運営できるかどう

かが基準だと思います。同業者は 5 名となっておりますが、増やすために、地域の基準も

緩んできています。私がガバナー補佐で廻っていた時に、全部成田クラブに持っていかれ

る、地域の基準をもっとはっきりしてくれという意見がありました。それについてガバナ

ーは、このクラブには魅力がないのでしょうと答えておられました。いかに魅力があるか、

いかに特徴があるかという事だと思います。あるクラブはゴルフ場で例会をやっていらっ

しゃいます。地域では中々会員が増えないので、東京からゴルフに来た人を会員にしよう

と目標を立て取り組んでいらっしゃいました。一番少ないクラブは三人です。これでも成

り立つのです。それぞれのクラブがそれぞれの特徴を持ってそれに賛同をしていただける

会員を増やしていただきたいと思います。そしてクラブが目指している方向に進んでいた

だくことが重要だと思います。 

 

Ｑ）内規規定委員会 設楽 正行 委員長 

質問の前に、ガバナー、ガバナー補佐に言わせていただきたい

ことがあります。成田クラブの運動がマンネリ化し、活動をし

ているのは一部の会員に偏っているという話がありました。奉
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仕活動について、毎年同じことを繰り返しているクラブがほとんどです。しかしその中で

成田クラブは、10 年ごとに奉仕活動を見直しています。直近の五年間だけでも社会奉仕活

動は全て違う社会奉仕活動をしております。従いましてマンネリ化とはどういうことかと

疑問に思いますし、また一部の会員しか活動していないと言いますが、ご承知の通り RLI

で当クラブからは十数名の DL を出しております。それも殆どが若い会員です。年に 3 回

の研修をして若い会員を育て、そして RLI に出向させ、その十数名で RLI 方式の研修会を

し、そこでは若手がリーダーとして進めていく内容になっております。これが今現在の成

田クラブの姿です。認識に誤解があったのではないかと思いますので宜しくお願いいたし

ます。 

2004 年に創立 100 年を祝ったロータリーはその傍ら会員の減少に危機感を抱いていまし

た。ＲＩは会員の企業が隆々として業績を伸ばしているのにロータリーはなぜ衰退してい

くのだろう？それならば企業マイインドを取り入れたらどうだろうか。このような経緯か

ら推奨細則など従来と違った組織形態をすすめ飛躍を図ったわけです。この時期、CLP を

わがクラブはいち早く取り入れましたがこれには大きな理由があり、単にＲＩの推奨があ

ったからではありません。 

従って、成田クラブはじっくりと取り組み全員がその根本を理解するよう時間をかけまし

た。その結果それが根付き、多くのリーダーを育てることができ、その後地区に大きく貢

献するクラブとして自他ともに認識されることとなりました。 

しかし、CLP 採用の頃から職業奉仕が消えた（後に誤解と分かる）、決議 23ー34 が削除さ

れかけた、ロータリーの行動規範の項目がどんどん削除されて 4 項目になった、職業を持

たない人も入会できる、個人による職業奉仕よりもわかりやすいボランティア団体として

の集団での奉仕を重点とする、同業が 5 人までＯＫ、ロータリーリワードにより会員間で

利益供与をする（行動規範の第 5 項目の削除）等々ここ数年でロータリー運動が大きく変

わってきました。 

本年も 4 月に規定審議会が開催され、またまた、大きな変更がなされました。 

・定款 5 条、2 節の削除により、職業人であるなしにかかわらず、入会できることとなっ

た。（会員身分の規定の削除） 

・例会は月 2 回でもよい 

・Ｅクラブでなくともインターネット例会を認める 

・入会金は廃止してもよい 

・人頭分担金の毎年の 4 ドルの値上げ等など 

これらによりクラブの裁量の範囲が広がり、自由にそれぞれに合ったクラブ運営ができる

ようになった。との解説もありましたが。そうでしょうか。タイのラタクルさんが〈私た

ちは、ロータリーはこれからどこへ行くの〉と嘆かれました。会員増強一辺倒の事からロ

ータリーの根源が捻じ曲げられているような気がします。そこで青木ガバナーに質問です

が、100 年を契機にロータリーの根源に対するあまりに大きな変化に対し、どのような見

解をお持ちでしょうか。職業人でない方がロータリーの真髄である職業奉仕をどうとらえ

るか。会員にわかりやすくお話してください。ガバナーとしてではなく個人としてのご見

解でも結構です。 
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Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

前半のご意見に関しまして、ガバナー補佐から報告を受けた内容なのですが、私も疑問に

思い先ほどの会長幹事会で質問したぐらいです。その辺をご了解いただきたいと思います。

ただ、他クラブから見てそういう風に見えたということを、クラブ内で、皆さんで話し合

って頂きそういうことが無いと宜しいのではないかと思います。 

二番目も難しい問題です。この地区で、二つのクラブが例会を二回に変更されました。そ

のうちの一つは変えた途端に出席率が 100%になったそうです。毎週例会を行っているク

ラブと、月に二回行っているクラブの出席率をどうするか、今後どういう風に区別してい

くかということが課題です。そういう中で、東京に恵比寿ロータリークラブというのがあ

り、そこは会員 100 名、女性 50 名、男性 50 名と定員が決まっております。女性が一人辞

めたら入会できるのは女性会員だけ、比率は変えないそうです。前にも申し上げましたが、

いろんなクラブのやり方があると思います。成田クラブが、職業奉仕が重要と考えていら

っしゃるのであれば、クラブで決めていいと思います。クラブ間で差が出てくるかと思い

ますが、それは他のクラブを認めることも大事だと思います。皆さんで方向性を決めてい

ただきたいと思います。 

 

Ｑ）クラブ研修委員会 佐瀬 和年 委員長 

クラブ研修委員長として、新会員に言葉を交わす最初の仕事は、

オリエンテーションです。 

・「ロータリークラブとは・・・」から始まり、自分なりの解説

を 30 分程度行っておりますが、私が入会した平成 15 年には無

かったような気がします。 

「雰囲気をつかんで、自分なりに勉強してください」と、言う指

導でした。 

現在は、先輩から戴いた案内書をもとに行っております。 

最初が肝心！と言いますが、入会時オリエンテーションで、『これは良い』と思われる方

法が有れば、ご指導いただきたく存じます。 

理想的なクラブをご紹介戴ければ、見学に伺いたく存じます。 

・「定款変更にともない」新入会者も増えつつあります。 

今後のロータリーは、どのような雰囲気のクラブが想像できますか、よく聞く言葉に、 

『ライオンズクラブ』＆『ロータリークラブ』の違い。と言われる言葉があります。 

ＤＬのセミナーに於いても、よく出てくる言葉です。 

これからの『ロータリークラブ』は、どのようなクラブを目指しているのか、ガバナーの

イメージとしてお聞かせください。 

 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

私は、前任者の後を継いで入会致しました。当時 52 名程会員がおりまして、知っている人

は 2、3 名。知らない人と食事をしてもつまらないという事で、入会して 2、3 年は、例会

に三分の一しか出席しておりませんでした。ロータリーがあるのはわかっていても仕事を

優先しておりました。そうしましたら、前任者がお前が出席しないと競合他社に仕事を取

られてしまうと説教を受け、それから 15、6 年無欠席です。ロータリーを優先し仕事のス
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ケジュールを調整するようになりました。例会に積極的に出るようになれば、成田を知り、

成田の街を知る。これを中途半端にしていたら、成田を知ることは無かったと思います。

どうやったら入り込めるか？これが大事です。若い方を入れる時は、2、3 人一緒に入会さ

せることをお勧めいたします。女性もそうです。いかにしたら中に早く溶けこめるか？そ

れは、紹介者が皆さんに紹介し、挨拶し、口をきくというのをいかに早くするか。その次

に、ロータリーとは・・・と説明する。出席したくなる例会、研修、参加したくなる親睦、

奉仕活動、研修、それらをお願いしたいと思います。楽しいだけでは駄目です。いろいろ

学んでいけば、ロータリーの活動から得るものもあります。 

一生懸命ロータリーのことを討議しているクラブ、会員数は 20 数名だが奉仕活動をすると

一生懸命なクラブ。ロータリーの例会の場を離れても仲が良いクラブ。全てが揃っている

ことが望ましいですが、全て間違いではありません。 

日本には 8 つの空港ロータリークラブがあります。それがフォーラムをやっているのです

が、長野県の松本ロータリークラブでは、バイク好きの会員が集まり、バイクで宿泊しな

がらフォーラムに参加しています。そういうのも一つの形です。ほとんど知らなかった人

たちと趣味を通して一緒にロータリー活動をやっていく。どれが良いかはないのですが、

その中で幾つかの条件を徐々にクリアして良いものを作っていくのが我々の責務ではない

かと思います。ロータリーに終わりは無いですから。 

2002 年まで世界のロータリアンの数は増えておりました。それ以降ほぼ横ばいです。ブラ

ジル、インド、韓国は増えています。逆に日本とアメリカは減少。その中でロータリーに

対する考え方も色々なものが入ってきました。48 クラブ廻りましたが、例会を 2 回にした

クラブが二クラブありました。ダメだとは言えません。会員を増やすための手段でしょう。

ただ 1 年経って再検討していただきたいと思います。その次にどうするか考えていただき

たいとお願いしています。形が変わってくる中で我々が何を目指していくのかということ

は、我々自信が決めることです。例えば規定審議会に当地区から 7 件提案いたしました。

昨年まで一切当地区が動いたことはありません。また、その決め方についても我々が事前

に検討し、提案を賛成・反対と決めたわけではありません。こういうことをもっと積極的

にやっていく必要があるのではないかと思います。クラブの活動でも申し上げたいのです

が、会長に任せておけばいいというクラブも沢山あります。ロータリーの中で殆どの方が

会長か委員長がやるだろうと思っていらっしゃると思います。クラブを良くすること、ロ

ータリーを良くすること、是非全員参加でやっていただきと思います。 

 

Ｑ）クラブ公共イメージ委員会 長原 正夫 委員長 

・ロータリークラブ活動や会員が地域社会に認知度を高めるには？ 

地域にロータリー会員が数多くいらっしゃるので、地域に認知

して頂く方法など。 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

今までロータリーは外に向かって示さないのが美徳と言われているような所がありました。

これも会員増強が背景にあるのかもしれませんが、広報が公共イメージと名称が変わるほ

どに外に向かって動いております。色々なやり方があります。会社に四つのテストやロー

タリーマークを貼っていただくのもいいと思います。自分が自信を持ってロータリーを紹

介していただくのが良いと思います。前任者は会社で一切ロータリーの話をしていなかっ
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たのですが、私は週報やロータリーの友を配りました。昼間っから歌を歌っているのです

かというようなこと言われることもありましたが、何をしているか知っていただくのが大

事だと思います。 

日本ロータリー学友会が主催する、ロータリー財団１００周年記念シンポジウム「国際人

道支援の第一線で活躍するロータリー奨学生学友の報告」が、来る2016年11月27日午後1

時半より、東京ＪＰタワーで開催されます。日本の学友第２期生の緒方貞子氏（元ＵＮＨ

ＣＲ高等弁務官）をはじめ国際人道支援の第一線で活躍する学友が参加する本シンポジウ

ムには、ＲＩジャーム会長も来賓として出席され、ＲＩからも「日本のロータリー財団１

００周年記念行事」として承認を受けています。このシンポジウムをPRする記事は新聞に

掲載していただけることになっております。同時に新聞の1面広告を出したいと思っており

ます。これには2,000万かかるそうです。そのうちの10,000ドル（100万円）は国際ロータ

リーから拠出していただけるのですが、それ以外を日本のロータリアン全員で負担してい

ただけないかということで、一人250円ずつ出していただければ、全国紙ですから注目さ

れるのではないかと思います。成田クラブには、ケーブルテレビやメディアの方もいらっ

しゃるので色んな機会を見つけてやっていかれるのが宜しいかと思います。また同時に皆

さんが自信を持って私はロータリアンだ！ということを皆さんに言っていただく、これが

一番認知度を高めるのではないかと思います。皆さんも自身の活動に自信を持つような事

を、例会などを通じて追求していただければと思います。 

 

Ｑ）クラブ管理運営委員会 矢島 紀昭 委員長 

当クラブは新会員を含め三年未満の会員も多く、例会出席は会員が

ロータリーを体験する主な場であり、会員同士が互いに知り合い親

睦を深める環境づくり例会であると考えております。そこで、今年

度の定款の改定で「例会と出席に関する規定の例外」が新設され、

毎月最低２回の例会の開催の可能、またオンラインでの例会を設定

できるということですが、どうゆうことでしょうかガバナーにお尋ねいたします。 

 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

30 年前は 130 万人と長期計画（日本全体）で計画を立てましたが、122 万人ちょっとのと

ころで伸び悩んでいます。いかに会員を増やすか、そして奉仕をし、世の中に目立つよう

にしようというような大きな流れ、こういう中の一環です。ただ再三言いますようにこれ

は義務ではなくて任意規定ですから同じ活動でないと困るという方もいると思います。そ

れはそれぞれの道を決めていけばいいと思います。いろんな国で、色んな形で会員が増え

ていくと色んな要求が出てきて、色んな形が出てくると思います。そういう中でどこに芯

を置くか、皆様方に考えていただくことだと思います。 

 

Ｑ）奉仕プロジェクト委員会 小宮山 四郎 委員長 

当クラブ、奉仕プロジェクト委員会の活動状況についてはすでにガ

バナーに報告済みですので、私は、職業奉仕について、ガバナーのご

見解をお伺いしたいと思いますので宜しくお願い致します。 
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「ロータリーでいう職業奉仕」はロータリアンの理念であり、自分の職業に「誇り」と「愛

情」を持って最大級の努力をすること、自分の仕事を通じて社会に奉仕をすることがロー

タリアンの職業奉仕であると心得ます。 

2016 年度のロータリー規定審議会では、職業分類も緩和され、例会も緩和の方向に向かい、

会員への入会も広がり、ロータリークラブへの入会に対し門戸が広がりましたが、その要

因は「ＲＩ」は世界的な会員の減少から資金集めに方向を転換しようとしている様な意図

が感じられます。ロータリー特有の職業奉仕感、と他の奉仕団体との垣根が低くなって行

く様な感じがしますが、ガバナーのお考えをお聞かせください。 

 

ＲＩで（ＣＬＰ）を提唱されて以来、職業奉仕委員会は奉仕プロジェクト委員会部門の小

委員会としての位置づけになり、また、職業奉仕委員会は他の委員会に比べて「結果とし

て効果が現れない、よく解らない委員会」であると言う理由から，（ＣＬＰ）によって職業

奉仕がクラブの組織表から無くなる危険性のある地区、または、クラブがあるように聞き

ますが、その場合、職業奉仕委員会の位置づけは今後変わってゆく方向にあるのでしょう

か、ロータリーの職業奉仕の理念はどうなるのでしょうか、第 2790 地区内でいち早く（Ｃ

ＬＰ）に取り組み、特に職業奉仕についての考え方は会員それぞれの見解があり、できる

だけ多くの例会等で議論を重ねてきている当、成田ロータリークラブとしては信じがたい

傾向と感じますが、ガバナーの見解をお聞かせ下さい。 宜しくお願いいたします。 

 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

職業奉仕というものが五代奉仕にありますが、私は個人的に問題なのはこのサービスを奉

仕と訳したところに問題があると思います。サービスの中には必ずしも奉仕（仕える）で

はなく物を作ったり、提供したりというサービス業もあります。それと他の社会奉仕、国

際奉仕を同じに捉える事に問題があると思います。CLP の中で無くなりそうだとお話があ

りましたが、無くなるものではありません。ただ、職業奉仕に対する考え方が日本的な考

え方と諸外国の一般的な考え方に少々ズレがおきている、ここに問題があるんだと思いま

す。従いまして我々としては、職業奉仕をロータリーの基本とし、職業を通じて、世の中

に貢献していくということを肝に命じてやらなければいけないと思います。奉仕の重要性

ですが、これも昔は親睦と相互互助から始まりそれがいろいろな方が入ったことにより、

（ドナルド・カーター、アーサー・F・シェルダンなど）、奉仕が注目され今やそれがロー

タリーの中心になりつつあります。それではただの奉仕団体です。まず色んな所から集ま

った職業の異なる会員が、例会を通じてそれぞれ自らを高められる、こういうことがロー

タリーの活動にとって一番大事なのではないかと思います。その中から、少しでも他の人

たちの為になる、役に立つような事をしていけばいいと思います。そういう形で奉仕を捉

えていただければと思います。 

 

Ｑ）ロータリー財団・米山記念奨学生委員会 神﨑 誠 委員長 

成田ＲＣでは年次寄付を会員各位にお願いしているところで

すが、Ｒ財団より米山奨学会への寄付者が多く、これはＲ財団に

関し理解不足やＰＲ不足などが考えられますが、ガバナーの見解

をお聞かせ下さい。 



 18 

尚、我がクラブは９月１６日に移動例会を成田市の大成会（不二学園）で行い、地区補

助金を利用しプロジェクターを寄贈させていただきました。 

また、青木ガバナー年度で新設された「学友会委員会」について、参加者数、プログラ

ムや地区活動への参加状況などの現状と各クラブとの係わり方についてお話し下さい。 

 

Ａ）青木 貞雄 ガバナー 

青少年というのは青少年委員会があり、ローターアクトとかインターアウトとか、青少年

交換というのがあります。それからロータリー財団の中にも地区補助金、グローバル補助

金を活用した奨学生、平和フェローシップ、米山記念奨学委員会は米山記念奨学でありま

す。これが今ばらばらに活動しています。しかし米山の学友会は大きな一つの組織として

海外でも活動しています。台湾では、日本から台湾に行っている留学生に奨学金を渡した

り、日本にも寄付をしています。ロータリー財団の奨学生の中には緒方さんや、宇宙飛行

士の山崎さんがいらっしゃいますが、そういう方々がロータリーに対してどれだけその後

貢献しているのか、米山記念奨学生の中でも学友会を作って一生懸命各地で活動している

人もいるし、お金をもらって終わりという人も沢山います。またローターアクト、インタ

ーアクトの方も卒業すればロータリーと縁が切れます。青少年を育成するのは大事ですが、

何らかの形でロータリーと繋がりを持って頂くべきではないかと考えまして、これを一つ

に束ね、横の連携を持ち、色々な活動が終わってからもロータリーと繋がりを持ちロータ

リーについて理解をしていただく、またロータリーの活動を外に色々広めていただく、そ

して出来れば、将来ロータリアンになっていただく、そのためには繋がりが切れないよう

に学友会委員会というのを作って、そこの管轄下に米山記念奨学会、財団を置く。今年度

のうちに連絡網を作り、将来的にはそれが大きな団体になっていく、そしてまたその中か

ら、ロータリークラブを作っていく、そういう形を作っていけるようにしたいと思ってい

ます。こういうことで学友委員会を立ち上げました。皆さんにはご理解をいただくと同時

に、見守っていただきたいと思います。 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

齊藤 三智夫 会員 9 月 21日 地区月信委員会 

設楽 正行、松田 泰長、齊藤 三智夫 各会員 9 月 24日 地区大会 1日目 

諸岡 靖彦 会員 9 月 30日 富津中央ロータリークラブ 

諸岡 靖彦 会員 10 月 1日 第４分区ロータリー情報研修会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６４ ６３ ４４ １９ ６９．８４％ ― 

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 

 


