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先日の理事会の報告としまして、今後の例会の案
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内をしておきます。来月は 3 日が文化の日で休会、
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10 日米山新入会員の卓話、17 日は炉辺会議で 6 時
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30 分から千田会員のお店です。24 日は振替休日。12
月は、1 日が年次総会、8 日が、ニューオータニのシ
ェルハウスで忘年家族例会と決まっております。
本日は、この後、米山さんの新入会員入会式を行
います。米山さんで今年度 7 月以降、5 人目の新入
会員となり、会員数は 34 名になります。来年 11 月
の 25 周年行事に向けて、会員数 40 名の目標に、引
き続き会員増強に力を入れていきますので、入会候
補の方がいらっしゃれば例会にお誘いください。本
日はプログラムが盛りだくさんですので、以上簡単
ですが、会長挨拶とさせていただきます。よろしく
お願い致します。
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おめでとうございます。

みなさん

こんばんは

本日は、ガバナー公式訪問です。後程、宇佐見ガ
バナーから卓話をしていただきます。例会後には
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千葉東ロータリークラブの皆様改めましてこんにち
米山さんは仕事の関係で知り合いました。本業は解

は。今年度 2790 地区ガバナー職を務めさせて頂いて

体業ですが、その他もいろいろやっているらしいで

おります宇佐見と申します。所属は千葉幕張ロータ

す。今後ともよろしくお願いいたします。

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

中国出身で、日本に来て十数年になります。これか

8 日に開催しましたリーダーセミナー、3 月 29 日に

らもよろしくお願いいたします。

開催しました PETS、そして 4 月 29 日に開催しまし
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た地区研修・協議会といういわゆる３大セミナーに
辻会長、吉田幹事を初めクラブ指導者である各委員

吉田

朋令

幹事

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

千１１月７日の分区ゴルフ組合せが来ておりま

区組織を構成するうえで DLP の構成に準拠したもの

す。参加者は確認してください。

を確立するよう要請されています。このことは現在

高雄のガス爆発の義捐金の御礼が来ております。 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
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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
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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

私にとってロータリーとは、自らの職業を通しての

（２）増強を目的とした会員増強・退会防止委員会

倫理運動であり地域社会への貢献を基本に根ざすも

を新たに組織し会員選考や職業分類も含めた

のであると考えます。定款にも「ロータリーの目的

活動を行う。

は意義ある事業の基礎として、奉仕の理念を奨励し

（３）地域の人々に私たちの活動を具体的にお知ら

これを育むことにある」と明記されております。ロ

せする広報公共イメージ委員会を新設しロー

ータリアンを侍に例えた場合、職業奉仕とは、武士

タリーの友委員会や会報委員会ともコラボレ

としての象徴を示す刀のような存在と思っています。

イトする活動を行う。

侍は研鑽を重ね武士となり、帯刀を致しますが但し

（４）親睦、出席、プログラムなど運営に関わる委

この刀は戦（いくさ）の道具では無く、武士として

員会は旧来のロータリー情報委員会をクラブ

の気構えの象徴です。ロータリアンの持つ刀は、自

管理・運営委員会と変えこれら全てを統括す

分を律する気持ち、又は誇りとして、自らの心の中

る。

に置いておくべき物でありロータリアンの心に宿る

以上４つの常設委員会と呼ばれる組織に大きく変え

刀はロータリアン同士の厚い信頼関係基づく不可能

たのが DLP です。青少年、財団、米山

を可能に変える存在だと思います。キーワードは「和

は旧来のままです。このようにする事により少ない

して同ぜず」です。
“和する”すなわち友となり仲間

会員のクラブでも活性化できるのでは

となることは大変すばらしいことであり皆で一緒に

との考えからこれが CLP に繋がればと考えたのはと

取り組み大事を成す事は大切です。しかし同時に、

思います。しかしこれを行うのはあく

“同ぜず”が大切で「他人の意見に惑わされる事無

までもクラブ自身です。実際の活動はクラブであり

く、自分の意見をしっかり持たねばならない」と考

会員皆さんが主役なのです。

えます。「自らの職業に基づく人としての信頼回復」

わたしは先程ＲＩが DLP を中心にした地区組織検討

と「和して同ぜず」の２つをモットーにロータリー

するよう云われておると申しましたがこの DLP の先

の復活による「原点回帰」を次年度テーマに、皆様

に皆さんの CLP があるとお考えください。ここが重

の御協力のもと地区運営にあたってゆきたいと思い

要で今まで CLP のみ導入しろと話されても目的が見

ます。ロータリーは今やっていることだけを未来永

えなければ解らなくとも当たり前です。ですから今

劫変えることなく、続けてゆくという考え方から、

年度はまず地区組織を変え活動内容と目的をはっき

変わりながら続けてゆく事の大切さを、改めて考え

り示すことにしました。ロータリーは単年度制です

て頂きたいと思います。ロータリアン同士、職業奉

から来年また従来の地区組織に戻るかも知れません。 仕を心に携えてゆけば、ロータリーは再び新たな羽
ですが私は次年度の櫻木エレクトにこのことだけは

根を持ち大空に飛び立てる時が来ると確信しており

変えないで欲しいとお願いしております。くどい様

ます。

ですがガバナーとして、クラブの皆さんの理解を得

先週は辻会長はじめ御３方が私どもの例会におい

ながら変革を試みようと考えています。研修リーダ

でいただきありがとうございました。また、本日は

ーにもお願いし、DLP の確立のもと各クラブでそれ

千葉東ＲＣの例会は夜例会ということでおいしい食

ぞれ、独自に検討、取り組まれている CLP（クラブ

事を頂き重ねて御礼申し上げます。

リーダーシッププラン）の明確化に繋がればと考え

私は入会５年目ということでまだまだロータリー

ています。この後のクラブ協議会でも CLP の目的と

のことを勉強中であります。新しい年度幹事に就任

地区における DLP の位置づけから何故、今必要なの

した機会で皆様と勉強させていただきながら２７９

かなど、ご意見を伺えればと思っております。

０地区のロータリークラブがますます繁栄するよう

1905 年の発足以来一世紀を越えるロータリー活動

頑張ってゆきたいと思いますのでよろしくお願いい

には、時代の変化と共に変わった部分もあると思い

たします。

ますが、変わらぬ原点は職業奉仕にあると考えます。
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職業奉仕委員会 加藤委員長
管理運営委員会
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それぞれの委員会から発表後宇佐見ガバナーから講
評がありました。
奉仕プロジェクト委員会

宍倉委員長

社会奉仕・青少年委員会

千田委員長
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会長
米山さん、これからよろしくお願いします。

髙柳会員
宇佐見ガバナーありがとうございました。
米山さんのご入会おめでとうございます。
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