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＜点   鐘＞  会長 平林 英一 
＜ロータリーソング＞ 

  それでこそロータリー 
＜四つのテスト＞ 
 
＜本日のゲスト＞ 
国際ロータリー第 2630 地区 
濃飛分区ガバナー補佐  剱田 廣喜 様 
ＨＣ高山監督      山川 由加 様 
ＨＣ高山メンバー    小松 真理子 様 
 
＜会長の時間＞  会長 平林 英一 
 

先週のボーリングスポーツ例会参加ありがとうございま

した。優勝の橋本さんおめでとうございました。ハイスコ

アを出されました三枝さんは、さすがでした。 

私は次の日、右腕がおかしくて情けなかったです。 

当日ＩＭの役員会議がありました。フォーラムでまとめ役

のファシリテーターをして下さる伊藤松寿直前ガバナー

補佐が来て下さり、当日の進行運営方法の説明を受けまし

た。 

剱田ガバナー補佐のＩＭにかける意気込みもよくわかり

ました。ホストクラブとして、全会員で盛り上げたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、カラオケ大会での高山中央ロータリークラブ代表は

三枝祥一さんに決定しました。 

いつもの美声で頑張って頂きたいと思います。ただ、選曲

にはくれぐれもご注意願いたいと思います。 

さて今日は、新世代青尐年委員会のプログラムで、2012

年清流国体に向けて練習に励んでみえるＨＣ高山を激励

する例会であります。8月 6日から 8月 9日リハーサル大

会で第 16 科ジャパンオープンハンドボール大会が開催さ

れました。女子のＨＣ高山は決勝に進み惜しくも優勝は成

らなかったのですが見事 2位になりました。そして次の大

会 8 月 21 日、8 月 22 日三重県で開かれた「第 66 回国民

体育大会」東海地区予選会に出場し見事優勝しました。こ

れにより 10月 7日～11日山口県開催の国体出場が決まり

ました。2012 年の清流国体に向け弾みがついたと思いま

す。 

今日は、体育館での開催ではありませんが、ハンドボール

への情熱の思いを語ってください。楽しみです。よろしく

お願い致します。 

 

 

＜幹事報告＞      幹事 新宮 一郎 
 

◎国際ロータリー本部より 

・ロータリーアン誌 

○ロータリーの友事務所より 

・広報誌 ＲＯＴＡＲＹ の注文について 

○ロータリー囲碁同好会より 

・第１０回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

 日 時：１０月２２日（土）10：00～17：00 

会 場：日本棋院会館 

登録料：７,０００円 

＜国際ソロプチミスト高山より＞ 

・新事務所の通知  

〒506-0823高山市森下町 2-128-2 

会長 岩堤 綏子 

＜会報＞ 

・高山ＲＣ 

 

 

 

＜ガバナー補佐訪問＞ 

 

【クラブも地域社会も変化している】 
濃飛分区ガバナー補佐  剱田 廣喜 様 

 

前回の訪問の時、パワーポイントを使い高山中央ロータリ

ークラブの一部ですが、ＣＬＰにもとづいて現況を説明さ

せていただきました。 

クラブが活性化し安定、成長するために、毎年クラブの見

直し（棚卸し）をして、これを習慣付けるとクラブが必ず

よくなる事を、ＲＩが検証した結果、クラブに検討する様

◆会長  平林 英一   ◆幹事  新宮 一郎   ◆会報委員長 岩本 正樹   ◆会報担当 中田 専太郎 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

894 回 
49 名 49 名 40 名 － 81.63% 

前々回 

892 回 
49 名 49 名 43 名 0 名 87.76% 
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に推奨したのが、ＣＬＰ（クラブリーダシッププラン）で

す。 

ただし、ＣＬＰを導入するか否かは、クラブの裁量権の範

疇にあることは言うまでもありません。 

しかし地区の一連のリーダーシップセミナー、クラブ会長

要覧、ガバナー補佐要覧なども、すべてＣＬＰに準拠した

解説がなされています。 

その様なわけで、クラブでＣＬＰの意義と内容を理解して

いないと、クラブは現在のロータリーの動向も理解できな

くなる現状に向かっています。 

ですから、ＣＬＰを導入するか否かは、別としてＣＬＰの

検討、理解していただく事の必要性を強く感じます。 

濃飛分区８クラブの平均創立周年は平均 40 周年（36、6

年）であります。 

40 年前といえば、高度成長期にあり、人口も経済も膨張

の時代。 

20 年前は、ソ連が崩壊し、東西冷戦時代が終結した時代。 

10 年前は、アメリカで 9.11 同時多発テロがおこった時

代です。 

40 年前と今とを比較すると、地域だけでもこんなに変化

しています。 

・地域の人口が大都市を除き大幅に減尐 

・子供が激減し、高齢者の比率が増大 

・大家族制から核家族化に変化（一戸当たり人数の減尐） 

・人手不足の時代から就職難時代へ 

・スーパーマーケット、コンビニの出現によって地場商店

の衰退 

・通信手段としてのパソコンや携帯電話の普及 

・大量消費時代から消費抑制時代へ 

・一地域の産業が国際的条件に左右される時代へ 

 

★ロータリークラブも変化してきています。 

・職業奉仕を特徴とするクラブから、団体で奉仕するクラ

ブへ 

・永年続いてきた一業種一名の会員原則が変更 

・奉仕事業や役員の単年度制が、複数年度制へ 

・会員数の減尐(当分区１０年前会員数３80 人―現在 240

人)  
 

奉仕活動を推進する側（ロータリー）も、受ける側（地

域社会）も変化している中にあっては、奉仕の手段が変

わっていかなければならないのは当然です。 

 

★クラブ活性化は現状認識から 

「いかなる組織も、時間の経過と共に、硬直化します。」 

それは、国家、政党、企業、学校、団体を問わず、例外な

くすべての組織におこります。 あなたの所属するロータ

リークラブだけが違うということはありません。 

活性化計画の第一歩は現況調査です。 

わかっているようでわからないのが他の人の本心です。 

ここでは無駄と思わず調査し、客観的な基礎データを収集

し、分析することが必要です。 
 

ここに『クラブ活力テスト』と『会員満足度アンケート』

という２つのツールがあります。 

活性化計画の終点が「理想のロータリークラブ」であれば、

クラブとクラブを構成している会員の「現状把握と分析」

が起点になります。 

クラブの規模、クラブや地域社会の特色等を考慮しながら、

クラブに合った調査項目に作り変えて、現状を的確に把握

し、かつ、分析することがスタートになります。ぜひ、ご

検討をおねがいします。 

 

＜新世代/青尐年育成委員会＞ 
津田 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当クラブからＨＣ高山へ激励金を贈りました 

ＨＣ高山監督      山川 由加 様 

ＨＣ高山メンバー   小松 真理子 様 
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＜９月のお祝い＞ 
 

会員誕生日 

下田 徳彦   Ｓ４２年 ９月 ４日 

坂家 賢司   Ｓ３７年 ９月 ５日 

中田 一男   Ｓ２３年 ９月 ９日 

平林 英一   Ｓ２６年 ９月１６日 

針山順一朗   Ｓ２４年 ９月１９日 

新井 信秀   Ｓ２６年 ９月２０日 

高原 武夫   Ｓ２４年 ９月２１日 

村瀬 祐治   Ｓ２８年 ９月２２日 

三枝 祥一   Ｓ２５年 ９月２５日 

 

 

 
 

夫人誕生日 

足立 常孝   加代子   ９月１５日 

坂家 賢司   茂美    ９月２７日 

 

結婚記念日 

都竹 太志   Ｈ１５年 ９月２１日 

高木 純    Ｓ６１年 ９月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日はよろしくお願いします。 

       濃飛分区ガバナー補佐 剱田 廣喜 様 

 

ゲストのＨＣ高山監督 山川由加様とメンバーの小松真

理子様、本日はスピーチよろしくお願いします。また、ガ

バナー補佐訪問例会です。剱田ガバナー補佐よろしくお願

いします。本日から、ポリオ撲滅募金箱を回しますのでよ

ろしくお願いします。        理事・役員一同 

 

ＨＣ高山の山川様小松様、本日はお忙しい中当クラブの例

会に来て頂きありがとうございます。よろしく御願い致し

ます。 津田 久嗣 

 

８月に行われました、東海大会においてＨＣ高山が、愛

知・三重の強豪を破り１０月に山口県で行われる国体に出

場することと、忘れかけていた妻への誕生日祝いの花に感

謝してニコニコへ。 

 針山 順一朗 

 

 

 

職業倫理基準についてスピーチをされたことを当クラブ

のフェースブックに載せましたら、第 3790 地区（フィリ

ピン）マパラカッドクラ－ＲＣ 鬼頭重樹国際奉仕委員長

からあいさつがありました。島さんのお知り合いでしょう

か？びっくりしてニコニコへ。また、高山中央ＲＣ会員だ

けの交流会グループを作りました。安心して投稿して下さ

い。スマートホンの方、どんどん参加お願いします。 

 高木 純 

 

昨日、誕生日を迎えたのでニコニコへ。フェースブックの

おかげで大変多くの方からお祝いメッセージを頂きまし

た。 下田 徳彦 

 

ＨＣ高山さんの今後の益々のご活躍を期待しています。次

女麻美が良い縁談になった事に感謝して。 松之木 映一 

 

先週のボウリングは、膝が痛い・腰が痛いと言いつつ・・

ハンディをたくさん頂きました。お年寄りに優しい今井さ

ん、ありがとうございました。 橋本 修 

 


