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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のスローガン

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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第7回 8月24日 
通算1519回

第6回 8月3日 
通算1518回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1518回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 50名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 84.8％

1516回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 22名
●出席者数　　　　 60名
●補填者数　　　　  8名
●出席率　　　　 93.8％

例会状況報告

1.開会の点鐘　18:00
　2.ソング
　「われは海の子」
　3.お客様の紹介
　4.会務報告
　5.ガバナーアドレス
　　国際ロータリー第2650地区
　　2010-2011年度　
　　栗田　幸雄ガバナー
　6.閉会の点鐘　19:00

例会プログラム

２０１０－２０１１／０７
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ようこそ 栗田 幸雄 ガバナー
奈良大宮ロータリークラブ会員一同は、公式訪問を心から歓迎致します。 

国際ロータリー第2650地区　
2010-2011年度
ガバナー 栗田 幸雄（くりた ゆきお）
（福井北ロータリークラブ会員）

【プロフィール】
●生年月日：1930年（昭和5年）4月6日 
●最終学歴：東京大学法学部卒業 
●職業分類：国際交流

 

終了書授与

【ロータリー暦】
●クラブ関係
1984年�������福井北ロータリークラブ入会 
2004～2005年�会員増強委員 
2005～2006年 国際奉仕委員長 
2006～2007年 会長エレクト・副会長　クラブ管理運営委員長 
2007～2008年 会長（RI会長賞・RI会員増強推進計画賞・米山功労クラブ37回目受賞）
●その他 
1993年 米山記念奨学会功労者 
1996年 ポール・ハリス・フェロー 

【職歴】
昭和30年４月�������自治庁 入庁 
昭和49年７月�������自治省税務局市町村税課長 
昭和51年９月�������自治省税務局固定資産税課長 
昭和52年６月 ������福井県副知事 
昭和62年４月 ������福井県知事 
平成３年４月 ������米価審議会委員（平成11年6月まで） 
平成６年４月 ������政府税制調査委員会（平成12年7月まで） 
平成15年４月22日�� 福井県知事退任（4期16年） 
平成15年５月22日　 財団法人福井県国際交流協会会長 
平成15年７月27日　 福井県立大学名誉客員教授 

【賞罰】 
平成16年11月 旭日大綬章受章 
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会長報告
リーダーシップ研修を終えられました多田廣さんに修了証が届
いておりますので、お渡しいたします。
五班に分かれて行われました今年の第一回の情報集会が終了致
しました。会員の皆様方、忙しい中お集まり頂きまして、あり
がとうございました。やはり人というものは顔形が違うように
言うことも違うものだな、と思いました。今年はすべての奉仕
活動につきまして常任委員長にお願いしてあります。常任委員
長がその委員会をまとめられますが、ただ、委員長、副委員長
だけで頑張っても仕方ないことですので、会員の皆様にご協力
をお願いするところです。7月17日の水谷先生の講演の時は、23
名が参加され、地域の方と触れ合って頂けました。「奉仕」と

いうのは委員長と副委員長だけがするものではなく、クラブ全体が、その目標に向かっていかなければなら
ないことです。まだ年度は始まったばかりで今後色々な事業があります。その時には一人でも多くご出席頂
き、ご協力いただければ有難いです。情報集会は49名に出席して頂きました。私はあと10名ほど出て欲しい
なと思っておりますが。折角の情報集会ですので、中身もしかり、会員同士で普段のクラブに対する不満の
ガス抜きの意味合いもあるかと思います。情報集会を活用させて頂きながら、お互い心を開いて、このクラ
ブが一つにまとまるような方向性をつくっていきたいな、と思っています。いくら私が口やかましく言って
も仕方がないことで、皆様方一人一人がそういう気持ちになって頂かなければ実現するものではありません。
そういうことを踏まえて今年はお願いしたいな、と思っております。
次に、新しくなりました「ロータリー情報マニュアル」が届いています。29名の方が購入されましたが、大
変参考になる書物です。これからでも注文して頂けるよう、地区にお願いいたしますので、必要な方がおら
れましたら、購入して頂ければ良いかなと思います。私もロータリー歴は長くなりましたが、「4つのテスト」
の成り立ちなど存じませんでした。その誕生の経緯なども非常に分かり易く載っておりますので、できれば
一冊ずつ購入して頂ければ、と思います。自分の為でもあり、クラブの為でもあることです。歴史などすべ
てわからなくても良いですが、少しでも自分のものにして頂ければ有難いな、と思います。宜しくお願い致
します。

委員会報告
親睦活動委員会・宮西委員長
8月29日の家族例会には、多くの方からご出席の返事を頂きありがとうございます。現在のところ、会員56名、
ご家族30名になります。残暑も厳しい頃ではありますが、ほとんどがバスか電車か船に乗っているかですの
で、歩くのは30～40分程度です。お一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。
10月15日には、奈良県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会があります。お一人でも多くのご参加、よろしく
お願いいたします。
国際奉仕委員会・小西委員長
お手元にＢ５の国際奉仕の一年間の活動計画があるかと思いますが、今年度の概況報告の国際奉仕のところ
にこれを挟んで頂きたいと思います。４番目のところだけが替わっています。宜しくお願いします。
藤井副会長
情報集会の報告です。皆様のご協力ありがとうございます。第一回目が無事に終わりました。今回初めて、
お昼の情報集会を開催し、参加いたしましたが、良いなと思いました。これからもいろいろな試みをしてい
きたいと思います。五班に分かれましたが、各班とも色々なご意見を頂戴しました。それを各委員会にまた
差し戻してこれからの活動に役立てていきたいと思います。どうもありがとうございました。
幹事報告
前回の例会で、８月２４日のガバナー公式訪問時にはネクタイの着用をお願いいたしました。ガバナー補佐
との打ち合わせの結果、「どうしてもクールビズで」という方は、ブレザーか上着を着用してもらいたい、
ということになりました。
入会三年未満の方は出席義務となっていますので、該当の方は全員、例会終了後のクラブ協議会へ出席くだ
さい。また、委員長が欠席される場合は、必ず副委員長等代理をお願いします。
来週８月１７日は休会となります。また、８月２９日の家族移動例会の代わりで８月３１日の例会はお休み
です。

終了書授与
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新RI長期計画（2010－2013）について
ガバナー補佐　熊本　國勝　様

こんばんは。奈良第一のガバナー補佐をしております熊本でござい
ます。去年も一年間担当させて頂きましたが、今年も引き続きさせ
て頂いております。こちらのクラブには三年間ガバナー補佐をされ
た箸尾先輩がおられますので、多分私もこのままいけば後１年やら
なければいけないかな、と思っております。本来であればガバナー
公式訪問後に、私がガバナーのフォローという形で卓話をするのが
本筋でございますが、こちらのプログラムの関係で本日卓話という
ことになりました。前もって皆さんにお願いしたいのですが、８月
２４日にガバナー公式訪問となっておりますが、ガバナーが一番期
待されることは何かと申しますと、皆さんと顔を合わせることを一
番楽しみにされています。ということで、できるだけ欠席がないよ
うに、できるだけ全員出席して頂くようまずお願いしたいのです。後程またお願いさせて頂きますが、ガバナ
ー公式訪問時、ガバナーアドレスがあり、その後クラブ協議会を開催するということになっております。これ
につきましても、クラブの運営についての考え方を委員長が直接ガバナーにお伝えして頂きたい。止むを得ず
欠席される場合は代理の方でお願いしますが、やはりクラブの運営というものは委員長が中心となっておりま
すので、できるだけ委員長の出席をお願いします。
ガバナー補佐の役割については以前にもお話させて頂きましたが、奈良クラブの岡村パストガバナーがガバナ
ーだった2002-2003年ＤＬＰが導入されました。所謂地区リーダーシッププランです。その時に実はガバナー補
佐制度が導入され、奈良県では南野さんがガバナー補佐をされて以来、現在では地区内に１３人のガバナー補
佐がおり、奈良県には北部に私（７クラブ）、・南部は芳川ガバナー補佐(６クラブ)が担当しているところで
ございます。これについてはいつも申し上げているところですが、ガバナー補佐の役割とは、ガバナーのやろ
うとしていることについてフォローするということです。ガバナーからは常々「ガバナー補佐はガバナーでは
ない」と言われております。後方からうまくクラブのフォローする、ということがガバナー補佐の役割である
と認識しております。本来ですとガバナーが来られた後、その補足として私がフォローしなければならないの
ですが、先日奈良クラブでのガバナー公式訪問に同行させて頂いて、その時にガバナーがどうしても時間的に
ここだけは言えない、十分伝えることができない、そういうことを中心に本日はお話させて頂きたいと思いま
す。
新ＲＩの長期計画（2010-2013）について、所謂三年計画となっておりますので、その辺はご理解頂きたいと思
います。初めての方もおられるかと思いますので、何故ＲＩが長期計画を立てるようになったかということに
ついての説明をまずしないといけないと思っております。前年度の冨川会長、植村幹事の時に１３００年祭が
開催され、その三年ほど前から会長幹事とそのことについてずっと話し合ってきました。その結果、ちょうど
平城京ＲＣが会長・幹事会のホストで、奈良大宮さんが平城京のテリトリーにあるということで、冨川会長、
植村幹事、それと当時社会奉仕委員長でありました髙野さんにはずいぶんお世話になりました。何とかこぎ着
けて我々も１３００年祭に協力することができました。このようなことも、クラブではないですが、クラブを
含めての長期計画に入るのではないかと思います。髙野さんからもお話があったかと思いますが、現在、地区
内外を含めて１３００年祭に来て家族親睦例会をやりたいというクラブが続出しております。これはやはり皆
さんにＰＲ等協力して頂いた結果だと思いますし、逆に言えばまた髙野さんには今年度もいろいろとご苦労を
お願いしておりますが、秋口１１月迄ありますので、その点ご協力をお願いいたします。本年度は矢追会長、
石野幹事のご指導の下にクラブ運営をされるということで、会長の今年の方針は「心のこもった奉仕活動」と
いうものを掲げておられます。それについては是非とも皆さんにご協力をお願いしたいと思います。
詳しくはガバナー訪問時のガバナーアドレスにてお話があるかと思いますが、今年はテーマを設けておりませ
ん。ＲＩのテーマをそのまま受け継ぐということです。今までは地区テーマを設けておりましたが、ＲＩ以外
は「テーマ」を設けてはならない、ということらしく、クラブはテーマを設けることができますが、地区はテ
ーマを設けることができません。なぜ地区はテーマを設けることができないかと申しますと、ガバナーはＲＩ
の役員です。従って、ＲＩ会長がテーマを設けるということは、ガバナーはそれに則って活動しないといけな
いということです。本年度のガバナーのスローガンは「ロータリーを良く学び、変化を知り、忘れたことを思
い出そう」です。「～変化を知り、～」というその"変化"は実はこの長期計画と随分リンクしております。こ
の"変化"には二つの意味があります。一つはクラブの中で変化が起きているか、起きていないか。もし間違っ
た方向にあればそれを変えていこうじゃないか、ということ。もう一つはいまＲＩも含めて変化が起きている。
そのことについて皆さんに良く学んでいただく。もしそのことがうまくいっていなければ、そのことについて
良く学ぼうじゃないか、という意味がございます。詳しくは申し上げませんが、そういう意味で私たちもこの
地区のスローガンの下に、大きく６つの推進事項を掲げております。簡単に言いますと「クラブの独自性の発
揮」、「クラブ研修の充実」、「ロータリー財団の支援」、「会員増強への積極的取り組み」、「地区の合理
化に対して協力のお願い」、「クラブに対する地区委員会の支援を仰ぐ」。今年度ガバナーが最も気を付けて
いますのが、「地区からクラブへ支援していこう」ということが大きな目的となっております。ＲＩの長期計
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画については、私の方から説明しますと大変時間がかかりますので、初めてこの文字に触れる方もあるかと思
いますが皆さんのお手元の５ページの資料を後で読んで頂ければと思います。この新ＲＩ長期計画がいつ頃か
らスタートしたのかといいますと、1992年に遡ります。本格的な導入は地区リーダーシッププラン、岡村パス
トガバナーの時にこのＤＬＰを推進していこうということになりました。その中で生じたのがＣＬＰ（クラブ・
リーダーシップ・プラン）ということでございます。これは2006年平井パストガバナーの時に導入されました。
実はその過程で地区・ＲＩのスローガンがあり、2007-2010年、それから今年は2010-2013年、最終2019年度の目
標もほぼ決まっております。どういうことかと申しますと世界でＲＩの会員数を200万にしよう、ということ。
世界で最も高いブランドの奉仕事業にしていこう、ということ。ロータリーからノーベル賞を出そう。ポリオ
を撲滅させる。という目標を掲げております。その中今年度7月よりスターとしたのが2010-2013年度長期計画
です。資料の中に＜使命＞、＜ビジョン＞、＜標語＞、＜中核となる価値観＞というものがありますが、その
中で最も重視しているのが3つあり、第一に「強力なクラブづくり」、第二に「効果的な奉仕を行う」、第三に
「ロータリーのブランドを認知させる」。この3つが長期計画の柱となっております。（前述した）＜使命＞、
＜ビジョン＞、＜標語＞、とありますが、特に我々が重視しているのは、＜中核となる価値観＞です。クラブ
概況報告に矢追会長がこのことについて書いておられますが、我々ロータリアンとして活動する基盤は何か、
といった時に「ロータリー綱領」と先ほど会長がおっしゃった「4つのテスト」があります。その達成において
最も重要となるものが、この＜中核となる価値観＞でございます。それが奉仕であり、親睦活動であり、多様
性であり、高潔性であり、リーダーシップであるということです。奉仕についてはお解りかと思います。親睦
活動については、我々ロータリアンは兎角飲む、食べるなど仲間同士の飲み会を含めて親睦と捉えております
が、このＲＩの考えている親睦は何かと申しますと全員共通の価値観をもつ、というのが親睦の前提になって
おります。従って先ほど会長がおっしゃったように、ロータリーの活動原点は何かと申しますと、奉仕を学ぶ
ことであり、学ぶということは参加しないと学べないということです。従って委員長だけがやっていてはいけ
ない、委員だけでもいけない。そうした時に何が必要か。そうした時に必要となるのがそこに書いてあります
「リーダーシップ」ということになります。リーダーシップとは何か。私はいまガバナー補佐という立場にお
ります。会長、副会長、会長エレクト、ノミニー、各委員長、各委員がおられます。会員という意味ではあり
ません。クラブ管理において、70名の会員の方がおれば70名一人一人がそれぞれリーダーシップを発揮する、
ということが最も重要であります。会長がトップだからといって、一人でやればいいというものではありませ
ん。しかしながらボトムアップだけでもいけません。最も大切なのは、会員・委員全員がそこに参加する、そ
の中で親睦を深め、奉仕を学び、奉仕をすることの喜びを我々は共有することである。我々は「職業奉仕」と
いう自他共に繁栄するということがあります。そのことを実現するためには多様性が必要となってくる。70名
いれば、先ほど会長もおっしゃったように、顔も違えば言うことも違う。これがロータリーでございます。そ
れで良いと思います。何故一年単位になっているか。それはその方が多様性があるからなのです。会長、委員
長が替わり、委員が替わり、毎年毎年多様性がもたらされれば、そのことによりリーダーシップを発揮するこ
とができる。そうするとブランド、価値観が向上されていくであろう、それが＜中核となる価値観＞です。こ
の考え方はずっと変わっておりません。その上に立って2013年の地区の長期ビジョンが出てきました。それが
◎クラブのサポートと強化、であり、◎人道的奉仕の重点化増加、であり、◎公共イメージと認知度の向上、
でるのです。奈良大宮ロータリークラブは自分たちの独自のクラブ運営をすべきでありますし、独自のプログ
ラムを開発すべきだ、ということをガバナーもおっしゃると思います。クラブは強くならないといけない。し
かしどうすればクラブは強くなるのか。ご存知のように2650地区は7月1日で4,700～4,800名だと聞いておりま
す。毎年毎年会員が減少している、という事実をどう解決していくか。最近、入会3年未満の方が、ロータリー
を理解することなく退会されるということが非常に多い。会員の増強と維持がきちっとされない限り、クラブ
は強くなれない。ではどこから手をつけたらいいのか。1992年からＲＩで導入されている、ＲＬＩというシス
テムです。ロータリー・リーダーシップ研究会というのが今年からスタートいたします。いまこのクラブの色々
な形を強化する、クラブを支援するのにどこからやるのか、といった時に、会員の質・レベル・考え方・モチ
ベーション、そういうものをもう一度見直すべきではないか、ということでこのＲＬＩが導入されました。特
に共通の問題として、日本全国会員数が毎年減っていっている。そこでＲＬＩ、実はこれは先ほど多田さんが
修了証を発行されました件で、これについて資料の4-5ページ目に書かれております。各クラブからクラブ研修
リーダーを設けなさい、とＲＩが推奨しております。当地区ではＲＬＩスタートに当たり、クラブからクラブ
会長経験者、予定者も含めて誰か一人選出して、その方を中心にクラブの活性化に取り組んで頂く。地区とし
てはそれをみんなで考えていきましょう、というのが実は最初の動機でした。従来クラブには情報委員長制度
がございます。情報委員長というのは、新入会員の研修を主にしているかと思います。また、色々な情報をク
ラブに提供する。それをもっと進めていく。強いクラブになるためにはどうしたら良いのか。そのことは、（資
料の）3ページ目に「＊効果的なクラブとなる4つの要素とは」ということで、書いてあります。1）会員基盤の
維持、増強、2）地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施、成功させる、
3）プログラムへの参加と資金寄付を通じて（米山を含め）財団を支援、4）クラブレベルを超えてロータリー
に奉仕する指導者を育成する。この4つがクラブを強くする要素です。ＲＬＩはこの一つの手法、勉強の仕方で
す。これを今年からスタートさせたのです。では誰がそのリーダーとなるのか、といった時に、ガバナー補佐、
現地区委員長、元地区委員長を含め研修を受け、その方たちが研修リーダーとなり、こちらの会員の多田さん
が第一回目の研修を終えられたということです。そのことは何を意味するのか。それはクラブに対して地区が
支援する、ということを考えております。その前提となりますのが、ＣＬＰです。ＣＬＰは先ほども申し上げ
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8月29日（日）
家族例会 
京都嵐山　鵜飼見物

次週の例会

ましたように、強いクラブをつくっていく。より効果的な奉仕活動を行う。より効率的にクラブ運営を行う。
というのを前提にＣＬＰは導入されました。従って2006年の平井ガバナーの時にＣＬＰが導入されて、ちょう
ど5年経ったところでございます。いまだもってＣＬＰが機能しているクラブは少なく、実はまだ迷っているク
ラブもあります。ＲＩとしてはＣＬＰを導入し、進めようとしている。強いクラブ、効果的な奉仕、ブランド
力を高める、という3つのことについてやっていかなければならない。そのことを前提にＣＬＰが導入されたと
いうことを皆さん、思い出して頂きたい。ある会長は、「ＣＬＰをやって最も負担がかかるのは常任委員長だ」
というお話がありましたが、これはおかしいのです。より効果的で効率的な方法でもって会員全員が協力しあ
うことが前提で、常任委員会というものはあるわけです。ですからそのことが実現されない限り、「昔の方が
良かった」という風になってしまい、返って時代に逆行することになる。従って私は、このＣＬＰというのは
常任委員長、その下の構成委員会、委員のすべてがうまくリンクしながらやっていかないとＣＬＰの目的を達
成できないのではないか、と思います。そういう意味でこのＲＬＩの成果がでるかどうか、というのはひたす
ら多田さんのクラブに対しどのような情報を提供し活用していくかに掛かっており、それには皆さんにもご協
力頂きたいと思います。
今後とも「強くなるクラブ」「強いクラブ」ということを前提に、活動して頂ければ大変ありがたいと思いま
す。

熊本國勝　様（ガバナー補佐）　本日お世話になります。宜しく。
矢追家麻呂君　熊本ガバナー補佐、本日の卓話よろしくお願いします。暑中お見舞い申しあげます。
石野捨雄　君　熊本ガバナー補佐、本日の卓話お世話になります。8月24日のガバナー公式訪問、よろしくお願

い申し上げます。
藤井正勝　君　残暑お見舞申し上げます。第一回の情報集会がご協力により終わりました。ありがとうござい

ます。
橋本和典　君　さあ夏休みです。思いきりミク姫（孫２．５才）と遊べます。プールに花火にイッパイ遊びま

す。ヴァーゴ（ダックスフント、５才、ヴァージン）も胴を長～くして待ってます。ミクちゃ
ん、アッソびっまショ！

藤野城市　君　ニコニコ協力
松岡弘樹　君　「今日の天気」　・本店を出た時は大雨　・一の鳥居前は快晴　・奈良ホテルへ着くとまたま

た大雨　皆さん、局地的ゲリラ豪雨には注意しましょう
野上利樹　君　次回はお休みですが、ガバナー訪問、家族例会と続きます。ニコニコにご協力宜しくお願いし

ます。

例会変更
王寺ロータリークラブ　
・�９月２１日（火）・・・日時、場所変更。
　 ９月１９日（日）、場所：神戸方面
　　※�ビジター受付は９月２１日（火）12：00～12：30ＮＴＴdocomo王寺営業所１Ｆにて行います。
京都山城ロータリークラブ
・�９月２２日（水）・・・定款第６条第１節Cにより休会。
　 ※�ビジター受付は行いません。
・�１０月６日（水）・・・けいはんなホール使用不可の為、日時・場所変更。
　 １０月２日（土）、 場所：山城運動公園
　 ※�ビジター受付は１０月６日（水）12：00～12：30までけいはんなプラザ１Ｆにて行います。
橿原ロータリークラブ
・�９月１７日（金）・・・平城遷都1300年祭家族例会の為、場所変更
　場所：奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂。
　※�ビジター受付は、平常通り９月１７日（金）12：00～12：30まで橿原ロイヤルホテル１階フロント横にて
　　　行います。
・�１０月１５日（金）・・・奈良県下親睦ゴルフ大会の為、休会。
　　（定款第６条第１節(C）により）
　※�ビジター受付は行いません。


