
◆ソング：我等の生業

◆食 事：100万ドル

◆特別スマイル

・今回のRLI研修会では大変貴重な経験をさせて頂

きました。クラブの皆様に感謝申し上げます。

（荒谷隆文）

・15年ぶりに先週孫が誕生致しました。男の子で

した。新しい生命が生れることは心が躍ります。

（下山生修）

・9月18日に竹原駅前にラーメン店“誠屋”を開店
まことや

致しました。お蔭で好評を頂いております。是

非お立ち寄り下さい。 （大森 寛）

・昨日テレビ新広島「満点ママ」で“田んぼアー

ト”収録をしました。来週29日放送です。是非

ご覧下さい。 （朝比奈勝也）

・第348回たけの子コンペを竹原CCで行い優勝し尾

野さんの肉を頂きました。大変美味しく頂きま

した。 （森 照明）

・明日23日夜8時からNHKで元格闘家須藤元気が竹

原を訪れる「会いたい」という番組が放送され

ます。その中で私が住吉神社の“力石”を説明

するシーンがありますので是非ご覧下さい。

（木村安伸）

・10月6日公式訪問例会欠席します。（朝比奈勝也）

・先日のたけのこ会ゴルフコンペで体調を崩しご

迷惑をお掛けしました。 （吉岡一眞）
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2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年９月22日 第2305回(委員会席)例会記録

今週のプログラム ９月２９日 次週のプログラム １０月６日

プレ公式訪問 ガバナー公式訪問

G9ガバナー補佐プレ公式訪問

《2011年9月29日(木)》

ゲスト 国際ロータリー第2710地区G9ガバナー補佐 上田 隆治様(三原RC)

補佐幹事 中川 正巳様(三原RC)

会長幹事会 12：00～12：20

例会 12：30～13：30 上田ガバナー補佐卓話（RLI形式によるクラブフォーラム)

協議会 13：40～14：20 クラブアッセンブリー(クラブ協議会)

活動計画の目標と問題点

14：20～14：50 会長幹事と公式訪問の打合わせ



幹事 朝比奈 勝也

・例会変更 三原RC

10月11日(火)→休会

25日(火)→職場例会 如水館中学高等学校

・例会変更 東広島RC

10月18日(火)→13日(木)ますやみそ

・G9財団研修会開催のご案内

ガバナー補佐 上田隆治

日 時 平成23年11月12日(土)午後2時～5時

場 所 三原市文化センター ポポロ

登録料 1,000円

参加者 会長、会長エレクト、財団委員長

・2012-13年度G9ガバナー補佐 因島RC 林克宏様

・増強プロジェクトチーム会議を例会後行います。

会長 下山 生修

来29日のガバナー補佐プレ公式訪問、10月6日のガ

バナー公式訪問と、2710地区幹部の続いて公式訪

問があります。そこで、今日はこのガバナー公式

訪問について触れたいと思います。

公式訪問はガバナー自身が地区内の各RCを次のよ

うな目的で訪問するものと定義されております。

・重要なロータリーの問題に主眼をおいて関心を

もたせる

・弱体或いは問題のあるクラブに特別な関心を払

う

・ロータリアンに意欲をもたせて積極的な奉仕活

動に参加させる

・地区内におけるロータリアン個人の卓越した業

績を表彰する

以上のような目的を効果あらしめる為、ガバナー

公式訪問は、当該地区グループの公式行事、特別

プログラム、加盟伝達式、表彰式、新会員のオリ

エンテーション等、ガバナーの出席を要請されま

す。当クラブも表彰式を予定いたしております。

尚、ガバナー補佐及びガバナーは訪問したクラブ

の当年度の計画及び目標の要約を地区及びRIへ自

筆の公式訪問報告書を送付されます。

◆RLI-2710分科会研修パートⅢ参加報告

会長ノミニー 荒谷隆文

9月11日(日)RLI研修会パートⅢに出席をして参り

ました。はじめに、このような貴重な機会をつくっ

て頂いたクラブの皆さんに先ずは感謝を申し上げ

ます。又、この研修会の為に色々と熱心に指導を

頂きました藤中会員、吉岡会員、本庄会員に心よ

り御礼を申し上げます。

会場はホテルグランヴィア広島で、9：30～18：00

まで開催されました。参加者は田村ガバナー以下

研修スタッフ33名と研修者78名、卒業予定者は66

名でした。今回も6分科会に分かれて、ディスカッ

ションリーダー(DL)からのテーマを基に各自の意

見発表で進行しました。

研修会も3回目となり皆さん雰囲気にも慣れ、ロー

タリーについて良く勉強されているようで大変活

発な意見が出され内容の濃い研修会になりました。

私も今回は研修内容がある程度理解できたように

思いました。中でも、各クラブの専門職種、地域

性を生かした奉仕活動への取り組みをしているク

ラブの発表には特別印象深いものがありました。

個々の内容につきましては時間の関係上また別の

機会に報告をさせて頂きます。

研修会の最後に卒後プログラムと致しまして、8名

ずつ9テーブルに分れ「あなた自身にとって魅力あ

るロータリークラブとは？」のテーマで一時間半、

熱心な自由討議で盛り上がり閉会となりました。

講評として金子研修リーダーより、この卒後プロ

グラムとRLIの目的について紹介がありました。即

ち、各分科会研修ではDLが投げかけた質問に答え

て頂くばかりでしたが、RLIを終了するに当たり、

この卒後プログラムでは皆様から積極的に自由闊

達に発言をして頂く時間を設けました。

RLIは参加者のやる気を喚起し、モチベーションを

高めることにより、リーダーシップを養うことを

目的にしております。そして研修を受けた参加者

は、会得したリーダーシップをクラブに持ち帰り、

リーダーシップを大いに発揮して頂いてクラブ活

性化に繋げ、個々のロータリアンのモチベーショ

ンを高めていくことが大事な役目となります。

私も今回の研修でロータリーの森を少しだけ見つ

めることができたように思います。

次年度は当クラブより是非とも多数のロータリア

ンがこの研修会に参加されることを期待し、又お

願いを致しまして報告を終ります。



◆奉仕プロジェクト委員会 委員長 森 照明

9月25日(日)9時～12時まで吉名小学校体育館及び

グラウンドに於いて健康相談新体力テストふれあ

いスポーツ大会が行われます。駐車場は農協をご

利用下さい。

◆ふれあいスポーツ大会について 久藤孝仁

先ほど森委員長さんからお知らせいただきました

が当事者としてお礼申し上げます。25日は8時30分

までにご集合下さい。宜しくお願い致します。

◆米山記念奨学会 委員長 本庄純夫

米山豆事典を配布しております。米山奨学会は日

本独自の活動の為、手続要覧には記載されており

ません。この豆事典で皆さんに理解を深めて頂く

ようになっています。また、寄附の方もどうぞ宜

しくお願い致します。

幹事 朝比奈勝也

先ず、吉岡研修リーダーから「CLP（クラブ・リー

ダーシップ・プラン）を推進して、ロータリーク

ラブの活性化を図る」についてのお話を頂き、そ

の後残りの時間を①東日本大震災支援義援金につ

いて②公式訪問フォーラムでの質問について各テー

ブルでご協議頂きたいと思います。

ロータリー情報委員長

研修リーダー 吉岡 一眞

CLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）を推進し

て、竹原ロータリークラブの活性化を図る

◇CLP導入の目的は、クラブを長期的に如何に発展

させ、活性化を図っていくかというところにある。

会員の維持と新会員の勧誘を図り、クラブを更に

発展させていくためには、クラブ自体を魅力ある

生き生きとしたクラブへと絶えず変えていく努力

が必要である。CLPはそのような目的をもって推奨

されている。

◇CLPの背景

RIより推奨されたCLP導入の背景には、会員数の減

少により最早ロータリーが本来の機能を失うに至っ

たものもある。奉仕団体としてのロータリー組織

ならば、ある程度の人員が必要で、少人数のクラ

ブでは現行の委員会構成では積極的な奉仕活動が

困難となるものと判断される。少人数のクラブで

もロータリーとしての本来の目的たる奉仕活動を

可能にするための最少限度の管理組織（最善の実

践方法）を想定したものが、クラブ・リーダーシッ

プ・プラン（CLP）である。

◇クラブをより活性化する為には、全会員の参加

を推進し、組織をより単純化して管理業務等に要

する時間的ロスを極力排し、奉仕活動や親睦に充

てる時間を可能な限り増大し、内容的にも単年度

主義から継続主義に移行して、より中味のある活

動を展開し、また、五大奉仕の取り組みについて

も2～3年の継続年次の中で、順次計画的に取り組

み、メリハリのある重点主義に移行して実行をあ

げるような運用を心得るべきと考える。

◇CLPの目的（効果的なクラブとなる4つの要素）

CLPの目的は、効果的なクラブの管理の枠組みを提

供することにより、ロータリークラブの強化を図

ることである。また効果的なクラブを創造するた

めにクラブが果たさなければならない義務として、

①会員基盤を維持拡大する

②地元地域社会並びに他の国々の地域社会のニー

ズを取り上げたプロジェクトを実施し成功させる

③資金の寄付及びプログラムへの参加を通してロー

タリー財団・米山奨学会を支援する

④クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕で

きるリーダーを育成する

の４項目が規定されている。

◇竹原RCでは、2006年度にCLPの導入の可否を検討

すべく、検討委員会が設置されて、組織並びに細

則について検討が行われ新しい体制ができた。翌2

007年度2710地区金子ガバナーは地区内全クラブに

CLPを導入するという方針を打ち出されて、地区全

体が導入の方向で取り組むこととされ、現在に至っ

ている。

◇これからの取り組み

以上述べたように、当クラブにおいてCLPに対する

取り組みが始まって5年の歳月が流れ、委員会構成

等組織上（形式上）のCLP化が行われたが、クラブ

の実質的運用自体は従来どおりに近く、CLPの考え

方による実質的な運用はまだ十分に取り入れてい

ないのが実情であり、これではCLP導入の目的や効

果が反映されていないので、これから研修等を通

じて全会員の理解を深め、実効ある取り組みを推

進していく必要があると考えている。

会員の皆さんもこれを機会にあらためてCLPに対す

る関心を深め、理解を深めていただき取り組みを

進めていただくようお願いしたい。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２８名 ２名 ３名 ２名 91.43％



2011-2012年度地区大会

日 時 10月16日(日)

場 所 サンビームやない

参加者 会長、幹事、原田、金澤、今井、本庄、佐々木、佐藤、梶谷、森、川本、荒谷

久藤、木村、大成、三好、小坂 （現在17名）

プログラム

9：00 登録・受付開始

9：40 プロローグ

10：00 点鐘 本会議（午前の部）

12：00 昼食・休憩

13：00 記念講演 講師 増田寛也氏（元岩手県知事・元総務大臣）

演題 「新たな国づくりに向けて－東日本大震災を経験して－」

14：45 本会議（午後の部）

16：40 点鐘・閉会

※出欠に変更がある方は至急お知らせ下さい。

9月25日(日)吉名小学校体育館及びグラウンドに於いて「健康相談・新体力テストふれあい

スポーツ大会」が楽しく和やかに開催されました。体育館では健康相談・新体力テスト、

ニュースポーツに真剣に取り組まれ、芝生のグラウンドでは秋晴れの空の下、スナッグゴ

ルフを楽しむ子供達の歓声が響いていました。参加された会員の皆様にはご苦労様でした。


