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こんにちは。本日は、上野田ガバナー補佐の第 2 回目のク
ラブ訪問例会です。例会終了後クラブ協議会が開催されま
す。上野田様には、御指導の程、宜しくお願い致します。
本日の会長の時間は、先日閉幕したオリンピックのお話を
させて頂きます。今回
の開催国はロンドンで
した。ロンドンでは、3
回目で、近代では最多
開催地だそうです。
開催地に計り知れない
資金が集まるのですか
ら、石原都知事が、東
京で 2 回目の開催を画策されても当然かもしれません。
今回のロンドンオリンピックで、初めて行われた事が沢山
あります。私が驚いたのは、女子選手にまつわる事・醸成
の勢いを感じました。
参加したすべての国々で、男女の選手が参加したのは、今
回が初めてで、前回のアテネでは、男子だけの参加国が 5
カ国あった。
日本は、過去 2 番目の最多選手を送り込んで、女子選手の
数が男子選手を上回っていた事、金メダル 7 個のうち、男
子が 3 個・女子が 4 個とった事は、参加選手の比率に比例
しているのでは?
全種目に、女子部門もできた事。ボクシングも今回から種
目に加わった事など、全世界で女性がたくましくなった。
オリンピックでも、ロータリーでも、女性の台頭は、世界
的な今世紀の流であると思います。
どうか前越さん、新しい女性会員を御紹介して下さい。
又、皆様に新入会員予定情報を頂きます様、お願い致しま
して、会長の時間を終わります。
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＜幹事報告＞
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田中

雅昭

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ガバナーノミニー決定の連絡
2014～2015 年度ガバナーノミニー
石垣 智康（多治見西ロータリークラブ）
・
「第１１回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：１０月２０日（土）１０：００～
会場：東京都市ヶ谷 日本棋院会館
ホストクラブ：東京ロータリークラブ
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 （9 月から）
〒506-0055 高山市上岡本町 7-454
会長 北村 教子

＜本日のプログラム＞
高山中央未来委員会
本日は、
未来委員会立
ち上げについて、
足立
会長の想いとこれか
らのロータリーにつ
いて、
剱田さんにお話
を頂きます。

中田

学 委員長
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会長の未来への想い

足立

会長

ロータリーと会社運営とは、異なりますが、ロータリーの
クラブ会長も、中小企業の社長も類似点は、組織を動かす

紀向かって、ロータリーはどうあるべきか？どの方向にむ
かうのか？長期計画委員会を設置し全世界で 2 万名ぐら
いのロータリー関係の方にアンケートを取り、ロータリー
の未来像を考えました

最高責任者である点です。クラブ会長は、期間限定で公認
の方がその席を待ってみえる。事業計画に従って 1 年間務
めれば、要職を解かれ
ます。
中小企業の社長も期間
限定で交代された
ら・・・と、思う事が
あります。幹事の田中
さんのように、
「代取社
長から、代取会長に取締役員会で決まりました。後輩の養
成です。
」とさらりとおっしゃった。当クラブにも、立派
な会社や会員さんがみえます。
本日の例会担当委員会は、未来委員会です。未来委員会の
名付け親は、剱田さんです。日本でのロータリー会員数が、
激減してきた近年、地区の増強委員長を永年務められ、危
機感を何時ももたれてみえました。
当クラブの将来を見据えての運営を考える委員会を、私が
会長の年に、
「頭を使わない」足立お前が造れと剱田さん
に言われました。私はいつも申し上げておりますが、保育
園から小・中・高・大学・ＪＣ・ロータリーまで、剱田さ
んは先輩です。遊びも、飲む・打つ・買う、すべてご指導
頂きました。皆さんの誰より永くお付き合いさせて頂いて
おりますが、はっきりと皆さんにお伝えする事は、剱田さ
んは、仕事とロータリーだけは、真面目です。
真面目な先輩に、
「いや」と言えずに無能な私は、未来委
員会の長期継続委員長には、有能な中田学さんにお引き受
けいただきました。未来委員会の委員には、発起人の剱田
さんと当クラブへの情熱は、剱田さん以上の島さんにお願
い致しました。中田さん・剱田さん・島さんの 3 方が常任

ＲＩは、２０００年を契機に 2002 年のＤＬＰ強制導入、
2004 年のＣＬＰのＲＩ理事会の承認（地区リーダーシッ
ププランの延長計画として考えられ、目的はクラブの強化
である）２００７－１０年度の長期計画、２０１０－１３
年までの戦略計画、２０１３年からの財団の未来の夢計な
ど次々に改革案を提示してきております。そして、２００
４～２００５年ＲＩ会長グレン・エステス氏は、ロータリ
ーは世界最大のＮＰＯ法人ですと語られました。それによ
って、例会出席よりも奉仕活動実践を奨励しています。Ｎ
ＰＯ法人にとって会員数の減少は致命的であり、そのため
にＲＩは「戦略計画」実現のために減少し始めた会員数を
前に強力な組織のネットワーク作りを計ることで組織運
営の効率化を目指そうとしたのがＤＬＰ、ＣＬＰの目的で
はないかと思います。このネットワーク作りで強力な組織
作りをした上で戦略計画、ロ財団の未来の夢計画の元に社
会での認知度を高め、最終的にはノーベル平和賞まで視野
に入れた大胆な改革に打って出たと考えられます。ＣＬＰ
とは、クラブリーダーシッププランの訳で団リーダーシッ
プというのは軍事用語であり、強烈なリーダーシップで組
織を引っ張っていく意味ですその先には、勝か負けるしか
ありません、調和と均衡を重要と考える日本流リーダーシ
ップとは、温度差がありますが、自分たちの長所をのばし、
短所を改善しより高いロータリー観を構築する時期が来
ているのではないかと思います。
久野 薫ガバナー月信（参照）

委員で、直前会長・幹事 2 名と会長・幹事と次度会長・幹
事の 6 名が委員で、未来委員会を運営していただきます。

＜９月のお祝い＞

多年度に渡る委員会事業や他団体活動の協賛やＣＬＰ等
に、25 周年・30 周年・40 周年と年を重ねる間に会員の世
代交代でたくさんの会員さんが、出入される時期がありま
す。当クラブもその時期を何時か迎えます。この問題も無
視することなく、考える、長期スパンでチェックする新し
い委員会です。どうか皆さん、未来委員会を創った目的と
理由を御理解下さい。

ＣＬＰについて

剱田

前ガバナー補佐

人口問題が、世界の政治、経済、文化などに影響を及ぼす
ように、ロータリーにおける会員の推移は、ロータリーの
在り方に様々な影響をおよぼしてきました。 会員減少は、
１９９４年にアメリカではじまり１９９７年から日本会
員数も減少に転じ、ロータリー先進国と言われる２国の会
員減少が始まり２００２年にロータリーの増大は止まり
ました。これにＲＩは危機感をいだき新たな奉仕の第２世

＜会員誕生日＞
下田 徳彦
坂家 賢司
中田 一男
平林 英一
新井 信秀
高原 武夫
内田 茂
村瀬 祐治
三枝 祥一

Ｓ４２年
Ｓ３７年
Ｓ２３年
Ｓ２６年
Ｓ２６年
Ｓ２４年
Ｓ２６年
Ｓ２８年
Ｓ２５年

＜夫人誕生日＞
足立 常孝
坂家 賢司

加代子
茂美

＜結婚記念日＞
都竹 太志
高木 純

Ｈ１５年 ９月２１日
Ｓ６１年 ９月２７

９月 ４日
９月 ５日
９月 ９日
９月１６日
９月２０日
９月２１日
９月２１日
９月２２日
９月２５日

９月１５日
９月２７日
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＜ニコニコＢＯＸ＞
久しぶりにメーキャップに来ました。宜しくお願い致しま
す。
高山西ＲＣ 寺田昌平様

高山西ＲＣ 寺田昌平様のご来訪を歓迎致します。少しは
暑さも和らいだ感じですが、まだまだ暑いですので身体に
は充分気を付けましょう。
松之木 映一

高山西ＲＣ 寺田昌平様のご来訪を歓迎致します。
理事役員一同

ロータリーの友の今月号の縦組の 2 ページのスピーチに、
横浜大名誉教授の宮脇昭先生の記事が載っています。五色
ヶ原をはじめ高山市にも関わりの深い先生ですが、大変興
味深い記事です。是非ご覧下さい。
大保木 正博

高山西ＲＣ 寺田さんのご来訪を歓迎致します。クールビ
ズも今月末までですが、来週はガバナー訪問例会が高山グ
リーンホテルで開催され、ブレザー・ネクタイ着用の指示。
クールビズも本日限りのようです。
足立 常孝
高山西ＲＣ 寺田様 お久しぶりです。本日はおいで頂き
ありがとうございます。
田中 雅昭
寺田様のご来訪を歓迎申し上げます。残暑が厳しくゴルフ
も大変ですね。永家君、松葉杖がなくなりおめでとうござ
います。本日、税務調査の為、早退します。 平林 英一

昨日は、高殿なおし後援会の役員総会でした。盛会で終了
しました。参加して頂いた方々に感謝して。
伊藤 正隆
土曜日は久しぶりにゴルフもなく一日孫と楽しく遊べま
した。
三枝 祥一
今月は久しぶりのニコニコ係です。皆様のご協力をよろし
くお願いします。
和田 良博

