
□ソング：我等の生業

□ゲスト：地区長期計画委員長

パストガバナー 西村栄時 様（岩国西RC)

□特別スマイル

・西村栄時様

幹事 久藤 孝仁

・8月25日(土)は安芸津町ふれあい夏まつりへ参

加致します。御協力宜しくお願い致します。

会長 荒谷 隆文

皆さん今晩は。盆休みもあり、久しぶりに皆さ

んの元気なお顔を見ることが出来ました。暦で

は今日が処暑にあたります。暑さの境目で、こ

れからしのぎやすい時季になりますが、まだ日

中は残暑が厳しいようですので体調管理を十分

にお願い致したいと思います。

本日は地区より、西村栄時パストガバナーにお

越しいただきました。大変お忙しい中を会員組

織委員会の要請に快くお時間を作っていただき

誠に有難うございます。後程CLPの現状について、

ご講演をいただきます。どうぞよろしくお願い

致します。

先の8月5日の親睦委員会による納涼例会では、

会員、ロータリー家族の皆さんには多数のご参

加とご協力をいただき有難うございました。川

本会員にはバスの手配、チケットの予約等でご

心配いただきました。当日は大いに楽しみお互

いに気持ちの良い有意義な親睦例会になったと

思います。そして本日はこの後に情報委員会の

企画で研修会が開催されます。いろいろと準備

をしていただきました吉岡研修リーダーどうぞ

よろしくお願い致します。

今月は会員増強・拡大特別月間になっておりま

す。我々のクラブに於いても会員減少はクラブ

の存亡に関わることで、会員全員が危機感を持っ

て取り組み、一人一人が会員勧誘に動かなけれ

ばならないと思います。また勧誘につきまして

は、ガバナー月信8月号に「増強」のトリレンマ

打開の基本について大之木ガバナーが書かれて

おります。皆さんも既に読まれたと思いますが、

自らが「ロータリーを知りたいなら私を見よ」

と高言出来るロータリアンが増えるならば、増

強はやがて古くて古い問題になるでしょう。ロー

タリーを知悉しない者が勧誘しても説得力はな

いのですから先ず既会員の質の向上に努め、新

入会員の指導教育に力を入れることがクラブに

とって最も必要なことであると言っておられま

す。本日は西村パストガバナーのご講演の中で

クラブの活性化についてのヒントをいただける

ものと大変期待をしております。
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会員研修例会

『CLPを活用し、クラブの活性化を図る』

講師：地区長期計画委員長

パストガバナー 西村 栄時 様

皆さん今晩は。只今ご紹介頂きました西村でございます。本日はお招きを

いただき誠に有難うございます。先ほどご紹介がありましたように、私は2001年度のガバナーだっ

たのですが、確か2001年11月に公式訪問をさせていただきまして以来でありますので、約11年くら

い経つわけですが、その当時は金澤会長、それから既に退会されたそうですが前田幹事、他会員の

皆様に温かくお迎えいただき、竹原市の町並みを御案内いただくなど心地よいおもてなしをいただ

きましたことを感謝しています。今日はお招きに預かりまして楽しみにして参りました。

ところで私が公式訪問をしました2001年11月以降に入会された方は何人くらいいらっしゃるのでしょ

うか。挙手をお願いします。半分くらいの感じでしょうか。とういうことでありましたら改めてど

うぞ宜しくお願いします。

今日はCLPに関してクラブとして果たして竹原で運用がうまくいくのであろうかという懸念の声があ

るのでそれを中心にお話して欲しいと要望がありました。CLPの話だけをしても皆さんに参考になら

ないと思いましたので、クラブの概況活動報告を先だってご送付いただきまして拝見させていただ

きました。良く理解してやっておられる様子で何のご懸念があるのだろうと思うほどでした。あの

まま活動計画に盛り込まれた内容をそのまま実行いただければ、何も改めてお話することがない、

そのような私の評価です。しかし、そういうわけに参りませんので私も地区の長期計画委員長の立

場がありますから、長期計画委員会がどのような方向を向っているのか、私が思うロータリーにつ

いて、組織の充実、或いはクラブの活性化、そのようなことについて本日はお話させて頂こうと思

います。

パワーポイントの原稿を書いておりましたら、あれも申し上げたい、これも加えたい、と盛りだく

さんの内容になってしまいました。これは皆さんが取捨選択していただいて、これについては竹原

クラブに持ち込めると思われる点があれば一点でも二点でも良いですからご採用いただければとの

思いです。どうぞ宜しくお願いします。では早速はじめさせていただきます。

『CLPでクラブ活性化を図る』とういことで、

より高いレベルにクラブを導く、先ずCLP(クラブリーダーシッププラン)がどうして出来上がったか

と申しますと、現状より高いレベルのクラブを作り上げるということです。世界のロータリーが一

向に会員数が増えてません。クラブ数は増えています。ということはクラブの会員数、小規模クラ

ブが多くなっているのが現実です。だからそれに耐えられる組織を簡略化した方策と考えていただ

ければと思います。効果的クラブのベスト・プラクティス(最良の実践方法)として考案されました

が、強制ではありません。義務的なものではありません。各クラブの個性に合わせ、柔軟に運用し

ていただきたい。委員会構成が簡素化されましたので、地域に合った形で組織化をしていただきた

い。全会員が参加できる雰囲気をリーダーは作ることが大切です。目先のことだけでなく三年後、

五年後を目指したクラブのあり方、方向性の協議が必要だと思います。

効果的クラブとは？ 会員基盤を維持・拡大しクラブを強化する。会員の拡大と共に質の強化も必要

です。成果ある奉仕プロジェクトを実施し意義ある奉仕活動を行う、財団を支援する、クラブレベ

ルを超えた指導者を育成する、グループや地区、世界のリーダーとして活動できる人材を育成して

ほしい。

具体的には？クラブの棚卸をし、現状を認識していただいて組織や活動内容を見直し、クラブの活

動に継続性を持たせる。以前はロータリーの活動は単年度主義で一年で成果を上げて打ち切る引き

ずらないということでしたが、今は活動の継続性を持たせることが奨励されています。

また、ロータリアン相互の意思の疎通を、クラブ内だけでなく地区ガバナー、ガバナー補佐、地区



委員との交流も積極にしていただきたい。ロータリアンですので皆さん気持ちよく応じられますの

で遠慮せず積極的に交流してください。事業の引き継ぎの効率化・簡素化、全ての会員が意見を述

べ全員で協力しあえる雰囲気のクラブつくりが涵養です。活動に、より多く参加し、夢と感激を共

有して欲しい。

2002-03年、RIにStrategic Plan『長期計画委員会』設置『戦略計画』、私がガバナーをやった翌年

2002年に組織化されました。昨年11月から名称が変わり、戦略計画委員会となりました。地区でも

名称を変更してはどうかと提案がありましたが、ロータリーには戦略と云う名称はそぐわないので

はと思い、私の委員長の任期中は長期計画委員会でやっていきます。

ロータリーが時代の変化に対応した長期的視野でロータリーをいかに組織化するかということで出

来上がったものです。中核となる価値観は奉仕・親睦は以前もあった内容ですが、更に多様性・高

潔性・リーダーシップが加えられました。そして未来の理想像として『柔軟性と刷新性の活力ある

クラブ』を目指すと掲げられ、優先項目に『クラブのサポート強化』『人道的奉仕の重点化』『公

共イメージの向上』この3点をあげられました。

地区長期計画委員会の目指す方向、2007年3月、地区長期計画委員会発足しました。日本の34地区の

中で最も早い発足でした。大きな目標として『ロータリーの基本に立ち返る』ということを掲げま

した。会員組織の基盤を強化し、会員意識を高め、クラブを活性化するということです。真のロー

タリアンをより多くし、クラブの奉仕活動をより充実させる（ダイナミックなクラブに新しい会員

が集い、大きな貢献を果たしているクラブこそ、会員の誇りが得られる） 竹原の場合は人口減少も

あり難しいと思いますが竹原の実情に沿った活動をしていただいてクラブの拡大を目指して欲しい

と思います。

わたしたちは今！類稀な10７年の歴史を刻み、世界約200の国・地域、123万人の会員を擁す組織に

現在なっております。素直な気持ちで共に喜び、誇りを持ちましょう。順調に成長・発展・拡大し

たロータリーですが、ここ10数年会員数は頭打ちです。

特に、わが国の会員数は目を覆うばかりで、減少に歯止めがかかっていません。1996-97年当時13万

人を超えていた会員は、2006年6月末10万人を割り、減少数値こそ少なくなりましたが、現在、89,0

00名を前後しています。わが地区の会員状況は1997年7月、4,241名、2012年7月、3,197名 1,000名

を超える人員が減少しています。

会員減少の理由は何か？日本経済の低迷

と不安定・不透明な経済環境にあるので

はないか。更には中小企業経営者の高齢

化、後継者不足、企業（事業所）の減少、

地方都市の過疎化、大都市との格差拡大

など社会構造上の問題が大きく影響して

いることは間違いないと思います。

更に言わせていただくと、会費が高い、

例会が面白くない、奉仕活動に魅力がな

い、そういうことも退会理由に挙げられ

ていますが、私はもっと重大な要因があ

ると思います。戦後の日本経済の伸張と

共に増強・拡大を急ぎすぎ、ロータリー

の情報教育が疎かになったのではないか

と思います。ロータリーのこころを知ら

ない会員が多くなり、会員一人ひとりの

ロータリーへの関心・愛情・熱意が薄れ、

自らの組織に自信と誇りを失いかけてい

る。このような現象が見て取られるので

はと思います。

魅力に陰り！？出席率・マナーも低下!

「理念のない組織は衰退する」とよく言

プロフィール
氏 名 西 村 栄 時（にしむらえいじ）
生年月日 昭和１５年１０月３０日
住 所 山口県岩国市錦見４丁目１－３７
最終学歴 早稲田大学政治経済学部卒業
職 業 株式会社東洋地所 代表取締役
職業分類 不動産業
団 体 歴
1973年度 （社）岩国青年会議所理事長
1976年度 （社）日本青年会議所山口ブロック協議会会長
1983～2001年（財）岩国歴史美術館館長（学芸員）
1986～97年 （社）山口県宅地建物取引業協会岩国支部長（現・顧問）
1994～2000年 岩国商工会議所副会頭（現・参与）
1996年～ （社）小さな親切運動岩国支部長

ロータリー歴
1976年4月 岩国西ロータリークラブ 入会
1984-85年 〃 幹事
1993-94年 〃 会長
2001-02年 RI第2710地区ガバナー
2002-03年 地区ポリオ撲滅キャンペーンコーディネーター
2004年度 ロータリーゾーン研究会（広島）副実行委員長
2005-06年 地区研修リーダー
2005年-07年 RI会員組織ゾーンコーディネーター（ＲＩＭＺＣ）
2007年-09年 RI会員組織コーディネーター（ＲＲＩＭＣ）
2008年4月 RI第2700地区大会 会長代理
2010年7月～ 地区長期計画委員長

マルチプルポールハリスフェロー、べネファクター、米山功労者



われますがロータリーには理念はあるが、それが正しく伝えられていないのではないか。さらに理

念・本質が理解されていないために、会員の規範・誇りが薄れ、会員事業所の不祥事が目立ち、社

会の信頼も損なわれ始めているのでないか。例会以外でのバッチ未着用会員も多く目立つようにな

りましたし、地区内の例会出席率も非常に低下し例会への遅刻・途中退席が目立ちます。大都市の

大きいクラブでは非常にこれが多く指摘されています。卓話中の私語・居眠りも多い。他クラブへ

のメークアップも、サインの場所を捜し求めるといったこともあります。中には、奥さんや従業員

に代筆までさせるという情けない現状が現実にあります。

しっかりした誇りある組織にして次代に引き継ぐ！どのうようにしたら良いか。①会員にロータリー

情報を提供し、ロータリーのこころを知らしめる。②楽しく有意義な例会を行い、温かく和やかで

活力あるクラブに。③感動ある奉仕活動を行い、地域社会からより信頼され称賛を得る。この三つ

を大きく取り上げました。何れもロータリーの基本に立ち返ることです。

① R情報提供の充実・徹底、クラブの情報提供機能を強化する、情報委員会の活性化、ＩＭ（かっ

ての炉辺会合）を効果的に行う、クラブ研修リーダーを設け、新会員をはじめ会員の研修を行う

（パスト会長に役割を、古参会員の意欲も持続していただく）

提供する情報は？100余年の歴史を有する組織、職業倫理を大切にする組織、地域・国際社会で奉仕

する組織、ポリオ撲滅に勢力を傾けている組織、わが国最大の奨学制度を有する組織、相互に刺激

しあい、自らを磨き・高める人の集う組織であることなど《R精神の理解不足・無関心を解消》新し

いメンバーに伝授していただきたいと思います。

ロータリーの真髄、ロータリーも時代と共に変わらなければならないとポール・ハリスが言われた

と伝えられていますが、この100年の間にロータリーは変わってきました。ロータリーはこれでよい

のかというくらいの変わり方もあります。例えば、一業種一会員が一業種多会員となり、メイキャッ

プも前後一週間が二週間になりました。さらにアメリカのコロラド州のデンバーにインターネット

のクラブが出来ました。果たしてこれがロータリーなのかと思いましたが、時代の流れでなんです

ね。一昨年の規定審議会で地区で二クラブ認めると決定されまして2710地区もいよいよと出来ます。

私たちが行っている例会こそがロータリーなんだと知らしめるためにも、例会の活性化に私たちは

努めなければなりません。インターネットを使うロータリーに負けないようにさらに活性化が望ま

れます。それでは変えてはならないものは何か、それは【超我の奉仕】【奉仕の理想】【職業奉仕

の精神】です。これこそロータリーの永遠の挑戦であり、存在の意義であると思います。

超我の奉仕(Service Above Self)人は誰でも一人で生きられるものではない。多くの人や物によっ

て支えられ、生かされている私たちを生かしてくれている人・物・自然を支え生かすことが、私た

ちを生かすことになる。自分のため他人のためとかの区別のない、見返りを求めない、打算のない

奉仕、これが私たちロータリーが大切にする超我の奉仕だと思います。

奉仕の理想(The Ideal of Service)ロータリー最高のキーワード、優雅でロマンに満ちた『ことば』

であるが意味不明です。簡単に言えば、相手に思いを馳せ、手を差し伸べて尽くす、共存共栄の思

想なんだと思います。

職業奉仕の精神とは、使う人の身になってものを創り、買う人の身になってものを売り、受ける人

の身になってサービスする。要は相手の立場でものを考え、相手に役立つ行動し、謙虚で思いやり

ある行為。この積み重ねが、地域の人から信頼を勝ち取り、会員事業所の繁栄に繋がり、更に自信

と誇りを高め、ますます職業奉仕に邁進する。ロータリーの職業奉仕『好循環』に支えられている。

職業倫理を大切にする組織、ロータリーは職業人の最も優れた倫理運動である。職業人の経営哲学。

職業人の自己研鑽・啓発の場。 職業奉仕は商売の極意論、『満足という商品と感謝という対価を得、

真実という商品と信用という対価を得ている』現在ほど、職業倫理・道徳を必要とするときはない

と思います。現在こそ本ものが輝くとき。本物こそロータリアンは追求するべきでは。

② 例会を重視した温かいクラブ創り、激励・祝福・ねぎらいの拍手は惜しみなく。卓話中はゲスト

に顔を向け、私語・居眠りはないか、不快感や相手を傷つける言動はないか、途中退席は出来る限

り止めるよう心がけているか、欠席がちの会員は誘い合っているか、例会はロータリアンの心を癒

す潤いと安らぎの空間・オアシスであってほしい、元気を奮い起こす再生工場的機能が必要です。

激励し、祝福し、労い、知恵を授けあう思いやりに満ちた感動の空間であってほしい。例会こそロー

タリーにいてよかったと実感する場所です。次週が待ち遠しくなる例会にお互いにしていかなけれ



ばならないと思います。熱意のある拍手、これこそロータリアンです。人数が少なくてもどっと盛

り上がります。喜びは皆で楽しみましょう。

③ 感動ある地域・国際社会での、奉仕活動、倫理観を高め、職業を通じての奉仕、地域社会に軸足

を置き、地域のニーズに添った奉仕を立案実行していただきたい。できれば金品寄付だけでなく地

域を巻き込み感動や共感をもたらす、マスコミの報道にも耐えうる奉仕を行ってほしい。未来を背

負う青少年と共に奉仕活動を行うことがさらに良いのでは。満足感・達成感のある奉仕。私たちが

受ける見返りは『感動』です。いろんな角度から情報を持ち寄り奉仕活動を実行しましょう。

効果的奉仕活動の要件、皆さんと分かち合えるもの、 測定可能である、やりがいがある、達成可能

であること。さらには期間が定められている。ロータリアンは周囲の人に、喜び・楽しみ・感動を

与えるマジシャンであってほしいと思います。

ロータリーの会員増強、すべての組織は自然に任せておくと、高齢・病気・死亡・転勤・人間関係

の軋轢などで減少します。どんな組織でも、会員減少は死活問題です。多くなれば互いに触れ合う

摩擦熱で組織は活力や魅力を増します。その発する磁力により新たな人を呼び込みます。『会員』

を増やすことは、組織の体力を強化し、財政基盤を確立し、充実した奉仕活動を可能にします。良

質な市民をより多く。組織をいつも生き生きさせておくため、常に新しい人材の導入が必要です。

ロータリー最大の財産は『会員』です。優秀な人材『会員』という財産なくして、ロータリーの崇

高な理想の実現はありえません。『会員』を増強することは、ロータリーの未来を託す人材を得る

ことに。我われは次代への責任を果たすことにもなるわけです。会員増強は【ロータリアン最大の

奉仕】です。

新会員にロータリーの心を、入会時のオリエンテーション、 推薦者・増強委員・情報委員が温かく

フォローする、先輩会員の温かい声掛け、早期に相応しい役割を任せ、居場所と満足感を、厳粛で

感動的な入会式をやっていただきたい。そして入会式に次のような言葉を新会員に贈って欲しい。

『この度、あなたをわがロータリークラブの会員、私たちの家族、世界のロータリアンの仲間とし

て迎えました。会員一同、心から祝福し歓迎します。ロータリーの理想は奉仕と親睦であり、モッ

トーは『超我の奉仕』です。私たちロータリアンは、自らの職業の倫理観を高め、切磋琢磨して社

会に貢献することを念頭に日々努力しています。あなたを迎えることにより、クラブの魅力と勢い

を更に増すことになります。共に手を携え、明るい豊かな郷土のため、さらには平和な国際社会実

現を目指し、互いに頑張りましょう。ここに、ロータリアンの誇りを象徴する徽章をあなたに贈呈

し、入会を歓迎します。』是非、感動的な入会式を。

ロータリーにルネッサンスを！（ロータリー再構築）、『ロータリアンは人間的にも、職業人とし

ても素晴らしい』！『ロータリーの会員企業であれば信頼でき安心』！『あんな人になりたい。あ

んな人のいる組織に入りたい』ロータリアン一人ひとりが、ロータリーのイメージを高める最良の

広告塔。ロータリーとは何ですかと聞かれたら、どうぞ私を見てくださいと言える、それを目指す、

努力する過程が私たちに必要ではないかと思います。

クラブの活性化、誇るべきは？委員会事業は安易な前年度踏襲は絶対だめです。反省改善をしてよ

りよいものを。会長は自らの考え、方針を明確にし、熱意を伝え自ら率先し行動する。クラブ運営

は質素に、奉仕は豊かに。ロータリーの誇るべきは、社会的・経済的エリートより、謙虚さ、誠実

さ、寛容で思いやりある人柄。高い職業倫理。その人たちによってなされる奉仕活動。

竹原ロータリークラブの皆さん、例会や親睦活動、ＩＭ，地区大会には積極的に参加しましょう。

ロータリーの友、月信、週報は家族にも見ていただきましょう。ロータリーが家族の話題になるの

が理想です。国際理解を更に深めましょう。長期目標を設定して40名の会員を、更に感動をもたら

す奉仕活動を企画・実践しましょう。素直に喜びや感動できる瑞々しい心を培いましょう。謙虚な

姿勢で自らを磨き高めましょう。そしてロータリーをもっと知り、好きになり、楽しみましょう。

“もっとロータリーを！心と行動に”は大之木ガバナーのテーマです。“よりロータリーを学び、

地域へのネットワークを広げよう”は荒谷会長の方針です。間もなく半世紀を迎える伝統ある竹原

ロータリークラブです。更に存在感ある組織として輝き続けて欲しいと思います。

本日はご清聴有難うございました。



総員３３名 出席２６名 メーク １名

欠席 ４名 免除 ２名 出席率87.50％



8月25日(土)東広島市役所安芸津支所に於いて開催された2012ふれあい夏まつりに参加いた
しました。今回は受付のお手伝いと、ポップコーンを無料で提供しました。参加された会
員の皆様暑い中お疲れ様でした。夜船さんのお孫さんも参加して下さり大変助かりました。
募金箱を設置させて頂き皆様より9,701円のご奉仕を頂きました。全て社会福祉の方へ寄付
させて頂きました。ありがとう。ございました。


