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2011～ 2012　国際ロータリー会長　カルヤン・バネルジー

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために

点鐘　…山口巖雄会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

髙橋 晃氏（RI第2780地区研修委員会 副委員長 海老名RC）

ビジター紹介

大川　浩様（東京羽田RC）

二村政毅様（ハワイワイキキRC）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 次年度テーマ決定　菅原ガバナーエレクトより

速報
「奉仕を通じて平和を」 Peace Through Service

・ インターアクト1泊研修会ご参加協力のお願い
日　時：3月24日（土）～ 25日（日）
場　所：厚木市七沢自然ふれあいセンター
集　合：小田急線本厚木駅 

9時30分（専用バスにて現地へ）
入所式：24日　10時40分予定
解　散：25日　15時30分予定

（専用バスにて本厚木駅へ）
費　用：インターアクター　　　　　　　　　

　　　1,000円（宿泊、日帰り同額）
顧問教諭・ロータリアン 宿泊 6,000円

　　　　日帰り 3,000円
・ 国際奉仕 クラブ活動状況に調査に協力のお願い
・ 2013年に導入される補助金に向けてクラブが準

備するために
・ 今年度　各賞への応募呼びかけ

1. チェンジメーカー賞
2. 2011 ～ 12年度RI会長賞
3. 意義ある業績賞
4. 会員増強推進計画の表彰
5. その他の表彰　RI会員増強・拡大/小規模ク

ラブ会員増加
6. 財団奉仕賞/財団功労賞/財団学友賞

◎RIに本事務局より
・ 2月のロータリーレート　1ドル＝78円

◎ロータリー米山記念奨学会より

第2499例会（1月24日）☆司会　前田賢一 副SAA

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　西迫一郎君（1月 31日）
　常磐重雄君（2月 1日）

＊夫人誕生日
　前田賢一君（淑子夫人 2月6日）
　黒栁告芳君（淳子夫人 2月6日）

＊結婚記念日
　金沢文明君（2月6日）

今日の例会（2012年 1月31日）

「例会2500回を迎えて」
担当：壽永純昭 君

次回の例会（2012年 2月7日）

「タイ国際大会に向けて」
担当：西迫一郎 君



・ 第1回米山功労者　感謝状　　　　　
◎特定非営利活動団体 AMDA 社会開発機構より

・ 2010年度　事業報告書

幹事報告

◎例会変更
＊綾瀬RC

・第4グループ6RC合同例会並びにＩ．Ｍ．
日時：2月7日（火）→4日（土）13時点鐘
場所：寒川神社　参集殿

＊大和田園RC
・移動夜間例会

日時：1月27日（金）18時30分点鐘
・移動例会「地雷対策と取り組み」

日時：2月3日（金）→4日（土）15時点鐘
場所：大和生涯学習センター

・I.M.に振り替え
日時：2月17日（金）→19日（土）

◎週報
1. 厚木中ＲＣ
2. 相模原大野ＲＣ

スマイル報告

髙橋　晃様（海老名 RC）
本日は卓話に伺いました。宜しくお願いします。

二村政毅様（ワイキキ RC）
本日はお世話になります。今後ともよろしくお願い
いたします。

大川　浩様（東京羽田 RC）
今年もお世話になります。よろしくお願い申し上げ
ます。

山口巖雄君
厚木ロータリークラブコンペにて優勝してしまいま
した。本人もビックリして受賞しました。これからは
ベスグロ優勝を目指します。髙橋さん卓話宜しくお
願いします。

会田義明君
二村さん本日はようこそおいで下さいました。時間の
許す限りごゆっくりお過ごし下さい。また来週はビル
協の総会よろしくお願いいたします。

会田義明君
本日は第1回目の米山功労者感謝状ありがとうござ
いました。これからも2回、3回と感謝状がいただけ
ますよう努力していきたいと思います。それからも
う一つ、昨日1月23日入会記念の日に親知らずを抜歯
いたしました。偶然とはいえ記憶に留めたかったの
でスマイルいたしました。また、先日開催されました
第77回厚木ロータリークラブゴルフコンペ山口会長

優勝おめでとうございました。次回幹事山口会長、小
林副会長よろしくお願いいたします。

吉岡　敏君
地区研修委員会の髙橋副委員長本日はご苦労様で
す。卓話宜しくお願い致します。20日のクラブゴル
フコンペで久し振りにニアピンを取れました。打数
は108.ちょっと時期外れの数でした。

壽永純昭君
髙橋晃さんの訪問を心より歓迎いたします。次年度
に向って地区の事をご教授ください。何事もこまっ
た事は髙橋さんにおたずねします。よろしく！

飛鳥井豊君
去る1月18日のゴルフコンペには多数の参加いただ
きありがとうございました。山口・会田幹事さんご
苦労さまでした。次回には引続きの山口さんと小林
さんよろしくお願いします。

西迫一郎君
弟（哲ではない方です）のところで生れて初めて入院
生活を体験してきました。ちなみに前田賢一さんを
ならって扁桃腺を取っただけです・・・少しは痩せ
るかな？

金沢文明君
誕生日のお祝い、ありがとうございます。今年で47歳
になります。あっという間でした。

髙橋　浩君
本日は結婚記念日のお祝いありがとうございました。

今日のお花

松ぼっくり（壽永純昭 君）



例会「ロータリー理解推進月間」

担当：國方達央君
講師：RI第2780地区研修委員会 副委員長　髙橋 晃氏（海老名RC）

（地区研修委員会：副委員長高橋晃作成）２Ｐ 

＜クラブ研修リーダー制度新設について＞ 

ＲＩはクラブに  「クラブ研修リーダー」 （クラブ研修委員会） 

を新設するよう奨励しています 

［クラブ研修リーダー制度採用の目的］ 

多様化する現代社会においてはロータリーもその環境に適応する組織や活動が要求される、 
その為には新会員も古くからの会員もふくめて、ＲＩならびにロータリー財団の規則や新

しい目標を習得することが必要となっている、 
これらの対応策としてクラブは定期研修を継続的に会員に実施することが望まれる、 

     ［クラブ研修リーダーの役割］＝クラブレベルの研修 

クラブ会長エレクトは、次年度に、クラブの研修プランを管理するクラブ研修リーダーを

任命することが出来る、クラブ研修リーダーの任期は１年であり、連続して就任できる任

期は３年である、 
クラブ研修リーダーはクラブ全ての研修ニーズが満たされるよう、クラブ理事会および各

種委員会と協力し、また、地区研修リーダー、クラブを担当するガバナー補佐、地区ガバ

ナーの支援を得、また協力しなければならない。（ロータリー章典：２００６年１１月） 

［クラブ研修の在り方］ 

クラブは全ての包括的研修プランを作成し実行する。 
特に新会員のために一貫した教育の機会を提供する。全会員が指導力育成プログラムを受

けることが出来るようにすべきである。クラブ研修指導者は適弁、研究会や地区研修会合

に出席すべきである。（２００６年１１月理事会、決定１０４号） 
現在、ロータリー章典は、クラブ研修リーダー、クラブ研修プラン、クラブ指導者育成セ

ミナー、といったクラブレベルの研修について規定し、活動を奨励している。クラブの研

修委員会は、クラブ研修リーダーを中心に、機能的に統一化する必要がある。 
 
～～情報委員会からクラブ研修リーダー（クラブ研修委員会）への移行について～～ 
 
 
 
 

（地区研修委員会：副委員長高橋晃作成）１Ｐ 

２１世紀：ロータリーの改革 

ＤＬＰからＣＬＰへ 
（クラブ奉仕部門：クラブ研修リーダーの役割について） 

 
２００１年  ＤＬＰ＝地区リーダーシップの採用 

    （分区代理制からアシスタントガバナー制度へ） 
２００２～３年、第１次長期計画の作成開始 
 
２００４年  ＣＬＰ＝クラブリーダーシップの採用 
 

［２００５年：ロータリー１００周年］ 

 
２００６年 クラブ研修リーダー制度採用決議（２００６年１１月、決定１０７号） 
      ＊クラブ研修リーダーの任命はクラブ会長エレクトが行う、 

他の役職兼務でも良い 
      ＊クラブ研修リーダーの任期は１年とするが連続で３年続ける事も出来る。 
      ＊資格は特に要しないが、研修、教育、の技能を持ったパスト会長、理事会

のメンバー、ロータリー情報委員会等の経験者が望ましい。 
      （運用については「クラブ研修委員会」アドホック委員会を地区は奨励） 
 
２００７年  第１次長期計画実施 
 
２００９年  新長期計画（長期戦略計画）発表 
 
２０１０年  ２０１０～２０１３年新長期計画の実施をＲＩ、各地区に奨励    

クラブ研修リーダー制度（クラブ研修委員会）採用の奨励   
 
 
 
 
 

 

（地区研修委員会：副委員長高橋晃作成）３Ｐ 
旧：情報委員会について 

情報委員会について：手続き要覧の記載推移 
＜２００１年手続き要覧＞ 
＊第１部管理： 第１章 ロータリークラブ： 雑則：ロータリー情報（Ｐ１９） 
ロータリー情報 
会員に対して、そのロータリー知識と理解を広げるような情報を伝えることに各例会の初

めの３分間ないし５分間を充てることがいかに有益であるかという点についてクラブの注

意を促したい。（ロータリー章典８．０２０．２） 
クラブの情報委員会、全会員、特に新会員が、ロータリーを十分理解し、ロータリーの特

典と責務を把握できるよう援助することに力を注がなければならない。各クラブは、奉仕

の四部門および効果的クラブの四つの要素のそれぞれについて、ロータリーアン個人の知

識を増幅するようなプログラムをもつべきである。 
ガバナーはロータリー教育の各段の必要性を強調し、ＲＩ事務局から関連した助言を得る

様クラブが要請することを推奨すべきである。 
クラブのロータリー情報委員会は幅広く、広大な調整責務を持つ重要な高い地位におかれ

るものである。従ってロータリー情報委員会には、考えうる最適任の人を任命しなければ

ならない。 
＊ロータリークラブ細則： 第８条： 第１節クラブ奉仕委員会：  
（Ｊ）ロータリー情報委員会 
この委員会は、会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、

会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会して

から最初の１年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。 
 
＜２００４年手続き要覧＞ 
第１部管理： 第１章 ロータリークラブ： 雑則： ロータリー情報＝記載なし 
＊ロータリークラブ細則： 第８条： 第１節クラブ奉仕委員会： 
（Ｊ）ロータリー情報委員会 
この委員会は、会員候補者にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、

会員にあらゆるレベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、入会して

から最初の１年間、新会員のオリエンテーションを監督するものとする。 
 
＜２００７年手続き要覧＞ 
＊推奨ロータリークラブ細則： 第＊９条： 委員会   ・クラブ管理委員会 
この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである 
 



2012～ 2013年度の活動計画

会務分担表
◎理事・役員

理　　　事
高橋　浩 クラブ管理運営委員会
滝澤　勇 クラブ広報委員会
國方達央 会員増強委員会
常磐重雄 奉仕プロジェクト委員会
前田賢一 ロータリー財団委員会

山口 巌雄 直前会長

役　　　員
会　　　長 小林　透
副　会　長 高橋　宏
幹　　　事 西迫　哲
副　幹　事 黄金井康巳
会　　　計 平沼義幸
副　会　計 西迫一郎
S　 A  A 西嶌洋一
副  S A A 鈴木茂男

次年度理事役員顔合せ会

担当：西迫　哲君
日時：2月7日（火）
場所：レンブラントホテル 1F 中華トルファン
午後6時より～

出席報告　＜会員38名、出席対象33名＞

1 月 10 日例会　　確定出席率 88.24％ 1月 24日例会　　出席 27名　欠席 8名　出席率 81.82％
＜事後メイク＞
　小林　透君（1月20日 厚木県央RC）

＜欠席＞
　黒栁告芳君・今　和広君・十亀健志君・西嶌洋一君・
　三宅壯平君・湯澤一孝君・米山尚登君・田口周介君


