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2015年3月5日

本日のプログラム

第1050回（本年度 第32回）例会

次回 3/12 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　阪神タイガース事件史
　講師　元阪神タイガース私設応援団
　　　　代表理事　西川 秀文 様
　嶽下 勇治 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。先週は国際奉仕委員会クラブフォーラムがあ
りました。大変ご苦労さまでございました。本日は2月度の最終例会日
でございますので、会長挨拶は、2月のロータリーに関することについ
てお話しさせて頂きます。

　2月は「世界理解月間」と指定されていますが、各ロータリアンは、
この時期に改めて世界の平和と友好についてよく考えてみようという
のが、「世界理解月間」の主旨かと思います。この月間中、ロータリー
クラブは、世界平和に不可欠なものとして、理解と善意を強調するプ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　税金余話
　辻　一夫 会員
■第2回ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
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第 2660 地区

2014-15年度第1049回（第31回例会）
幹事報告 (2/26)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は高島会員です。よろしくお願いします。

■3月5日（木）の卓話は嶽下会員です。よろしくお願い
します。

■3月12日（木）の卓話は辻一夫会員です。よろしくお願
いします。

■3月7日（土）12時30分から国際会議場において
「2015-16年度の為のRETS・地区チーム研修セミ
ナー」があります。

　今回は「IM別意見交換」と別に、年初のクラブ会員数
を基にした「規模別意見交換」を行います。嶽下会長
エレクトご出席のほどよろしくお願いします。

■地区より「2015-16年度のための地区研修・協議会の
ご案内」が来ています。

ログラムを行うよう要請されています。我がクラブで
は、ベトナムの人道支援（寺院）や、ダナン病院への今
後行われていく事業の話を、スライドを交えて説明し
て頂きました。

また、1905年2月23日は、ポール・ハリスが、スター
バス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・ショー
レの四人が、シカゴで初めて会合を開いた日で、ロー
タリーの創立記念日に当たります。

ロータリーではこの日を、世界理解と平和の日
（World　Understanding  and　Peace Day）と定
め、この日の意義を特に強調し、国際理解と友情と平
和に向かって献身するよう要請されています。

更に、2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和週
間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することが
決議されています。

　ポール・ハリスは「ロータリーは平和な世界のミニ
チュアである」と言っていますが、ロータリアンは勿論
のこと、ロータリアン以外の人々もロータリーについ
てよく知って頂くことが、世界の平和に繋がり、平和の
メーカーになり得うると思う次第であります。

　3月13日（金）までに出席者名簿を提出してください。

　1. 日時　2015年4月11日（土）13：00～17：00

　2. 場所　大阪国際会議場5階メインホール

　3. 出席義務部門　次年度会長、次年度幹事・SAA、次
年度クラブ奉仕、次年度職業奉
仕、次年度社会奉仕、次年度青少
年奉仕、次年度国際奉仕、次年度
ロータリー財団、次年度米山奨
学、次年度クラブ研修リーダーの
全10部門

本日のメニュー

先　附 小柱酢味噌和え　糸蒟蒻　分葱　紅
造　り 帆立焼霜造り　鯛
蓋　物 鱈ちり蒸し　焼豆腐　椎茸　菊菜　紅卸し
焼　物 鰤網島焼き　丸十蜜煮　大根田楽
 酢取生姜　檸檬
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁

Congratulations!3月のお祝い3月のお祝い

●誕生日
 栗山 博道 ［  7 日］
 福田 忠博 ［12日］
 藤本 淳司 ［20日］
 吉田 　了 ［29日］

●事業所設立記念
 梅原 一樹 株式会社スタジオ：リム［昭和43年］
 早瀬 道圓 株式会社ケーホウ［昭和46年］
 檜皮 悦子 檜皮商事有限会社［平成  3 年］

●結婚記念日
 藤本 淳司 ［  7 日］
 永井 俊行 ［14日］
 松任 保勇 ［15日］
 北村 　讓 ［31日］



「クラブ戦略計画委員会」設立について

高島 凱夫 会員

「ロータリー戦略計画」、即ち

　①クラブのサポートと強化、
　②人道的奉仕の重点化と増加、

　③公共イメージと認知度の向上

が示されて久しいが、特に①と②については遅々とし
て進んでいないのが現状である。

そこで、昨年10月に第3ゾーンで「国際ロータリー第
3ゾーン ロータリー戦略計画推進セミナー」が開催さ
れた。そこで出た結論は「クラブ戦略計画委員会の立
ち上げ」「各クラブ独自の戦略計画立案と実践推進」
を各クラブで進め、今までの「Top-Down」方式から
「Bottom-Up」方式に変換することが最善策であると
いう結論に達した。　

この様なことを踏まえて、2660地区でも「クラブ活動
の活性化、会員増強、公共イメージの向上を中長期
的に図っていく」、そのためには各クラブに「クラブ戦
略計画委員会」を創設してもらい、各クラブにあった
中長期の活動計画活性化＝クラブの数年後のある
べき姿を計画し、クラブの活性化を図ってもらうよう
な方針が打ち出された。

RIは今まで様々なクラブ活性化のための施策を打ち
出した。2002年にはDLP、2004年にはCLP、しかし
日本では地区、或いはクラブの組織の簡素化とだけ
としか受け止められず、クラブの活性化には至らな
かった。

2007年に3年スパンの「Strategic Plane」を導入。し
かし、クラブや地区ではあまり取り上げられず、「RIの
崇高な活動理念」として受け取られ、活性化に役立つ
ことはほぼなかった。2010年、第2次「Strategic 
Plane」を発表し、クラブや地区においても「戦略計
画」の立案・実施を積極的に推奨したが、これも「RIの
戦略計画」と受け取られ、多くの地区、クラブに於い

て取り上げられることはなかった。

クラブ戦略計画委員会の任務としては、

1）先ずクラブの長所・短所を見極める。会員全員
にアンケートを採る、検討会を行う、など様々な
方法がある。

2）3～5年スパンで優先項目を検討する必要があ
る。優先項目は、例えば、次の様な点になるかと
思われる。

＊一つには、自分達のクラブにとって、どのよう
な奉仕活動が、クラブの活性化に繋り、地域社
会や国際社会に貢献できるだろうか？

＊次には自分たちのクラブの会員数は、クラブ活
動を行うのに何名ぐらいが適切であるのか？

＊入会金や年会費など、会員のコスト負担はど
れくらいが適切であるのか？　

＊例会運営はどの様な形が望ましいだろうか？

＊クラブリ－ダ－をどのように養成し、会員の研
修をどのように行うか？

3）次に戦略計画をクラブアッセンブリ－、クラブ
フォ―ラム、テ－ブル・ミ－ティングなどで協議
をする。大事な点は、出来るだけ多くの会員が参
加し、会員の総意が反映される形で、「クラブの
戦略計画」をとりまとめて行くことである。

4）そして、クラブの戦略計画は、少なくとも各年度
の上半期と下半期に、定期的に進捗状況を精査
し、必要があれば、見直し作業を行う。

　当クラブにおいても「クラブ戦略計画委員会」を発
足させ、数年後のクラブのあり方を考えながら、クラ
ブの発展が図られることが望ましいと思われる。

　会員増強の一つの方策として考えられる「衛星ク
ラブ」の設立は、日本の他の地区で、既に広がりつつ
ある。今後クラブが「会員増強」に取り組む際に、一つ
の選択肢になると思われる。

衛星クラブに概略は以下の通りである。

1）衛星クラブは「クラブの中にあるクラブ」。

2）本クラブ理事会で設立を決議。

3）本クラブは、年会費・例会時間・例会場所などを
決定し、会員を募集。

4）8名以上の新会員で結成可能。議長・幹事を決
め、チャーターメンバー登録。

5）申請書をRI日本事務局へ⇒RI本部に申請(ガバ
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下岡：もうすぐ春ですね。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

村橋：高島さん、クラブ戦略計画委員会についての卓
話、よろしくお願いします。

辻（一）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：高島さん、頑張って！

高島：本日卓話です。よろしくお願いします。

小林：山本さん、ビルの完成おめでとうございます。

北村：雨も良いですね！

村上：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

檜皮：先日は次年度理事役員の皆様、ご参集有難うご
ざいました。

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥33,000
累　計 : ￥1,580,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.86%
2月  5 日の修正出席率 79.31%

●メイクアップ
北村 　譲   2 月  4 日 大阪そねざきRC

犬飼会員、お孫さん誕生おめでとうございます！

Congratulations!

ナー署名は不要）

6）約2週間後、RIの許可（認証ではなく許可）

7）本クラブと衛星クラブとの二重会員。本クラブの
会員増強。会員IDあり。

8）会員20名に達した時点で独立、或は本クラブに
残留もできる。

9）RI・地区・グループ（IM）では、クラブとしてカウン
トされない。

10）対外的には、本クラブの会員。

＊次年度RI会長のラビンドラさんは「会員増強
を図る上で、若い世代を重視すると共に、経
験豊富な退職者にも入会してもらわなくては
なりません」と述べている。特に、日本ではこ
れから定年退職される大変有能な方が増えて
行くので、その様な方々は有力な会員候補者
となるのではない可と思われる。ロータリアン
にとってコストがあまり掛からない「衛星クラ
ブ」のスキ－ムを活用すれば、若い世代、そし
て高齢者の方も、ロータリ－で活躍頂ける余
地は十分あると思われる。

＊ロ－タリ－創立者、ポ－ル・ハリスさんの名言
の一つに「私たちを取り巻く社会環境は、すざ
ましい勢いで変わって行きます。ロータリ－の
目的や、価値観、そして原理原則は、いつの時
代においても、変わらなくても、組織の運営は、
現在の社会情勢やニーズに対応できるもの
へと、変えて行かなければなりません。」があ
る。やはり、これからの時代は、より一層魅力
のあるクラブに、新会員がより多く集まるであ
ろう。その様な観点からも、持続的なクラブの
発展へと、導けるようなクラブ独自の「戦略計
画」の立案と実践が要求されているものと思
われる。


