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第２６９１回 
２０１９年９月１３日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

 

◆ロータリーソング『我等の生業』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日の卓話者／地区ＲＬＩ推進委員会 

            委員 清田浩義様 

委員 山本 衛様 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

皆さん、こんにちは。本

日は、地区 RLI 推進委員

の清田様、山本様、ようこ

そいらっしゃいました。後

ほど卓話を楽しみにして

おります。よろしくお願い

致します。 

先程にもありましたよう

に台風の甚大な被害を受

けていらっしゃる会員の

方も結構いらっしゃいまし

て、心よりお見舞いを申し上げたいと思います。何かクラ

ブでできることがあれば、皆さんと協力してやっていきた

いとは思っておりますので、よろしくお願い致します。 

千葉北 RC 栗原賢一名誉会員が、お亡くなりになった

ということで、訃報が届いております。千葉西 RC、千葉

東 RC、千葉北RCと、この 3クラブの会長をされた方で、

千葉南だけ所属されてないということで、以前、この例会

でおっしゃっておられました。お通夜は 9月 14日（土）、

１８時３０分より、告別式は、9月 15日（日）、10時 30分よ

りライフケア千葉会堂で、行われます。 

また、ガバナーから連絡が来ております。今回の当地 

 

区も台風で、甚大な被害を受けたのですが、九州も集中 

豪雨で第２７４０地区から、義援金の要請が来ております。

ガバナーから連絡文書を読ませて頂きます。「いつも大

変お世話になっております。台風１５号では、各会員の

皆様も被害を受けていることと存じます。お見舞い申し

上げます。お怪我などは大丈夫でしょうか。さて、先日、

ガバナー会より、第２７４０地区九州北部豪雨災害につき

まして、支援依頼がございました。クラブ単位での支援を

呼びかけようかと思いましたが、当地区でも、今回の１５

号台風の直撃を受け、未曽有の暴風雨の襲来でしたの

で、あえてクラブへの要請は致しません。第２７４０地区、

集中豪雨の被災に対する義援金につきましては、ガバ

ナー権限にて地区一括で、災害特別金より、５０万円を

支出して、送金するということに致しました。」と、いうよう

なことが諸岡ガバナーから報告が来ております。 

地区補助金を利用した「大連障碍者施設支援奉仕プ

ロジェクト」として、９月１５日（日）～１７日（火）２泊３日で

障碍者施設に物品の贈呈式に行ってまいります。今回、

斎藤会員と大塚会員も一緒に行く予定でしたが、台風

被害で行けなくなってしまいましたので、私と酒井幹事と

合わせて９名で行ってまいります。その報告は追って、さ

せていただきますのでよろしくお願いします。 

今日は、素晴らしい卓話が控えておりますので、簡単

ではございますが、会長挨拶とさせて頂きます。ありがと

うございました。 

◆委員会報告                   

親睦活動委員会（ゴルフ会担当：末吉弥和会員） 

ＣＳＲゴルフ会⇒ １１月８日（金） 袖ケ浦・新袖コースにて 

◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

◇次週 20日（金）は、定款により休会です。 

◇27 日（金）、ガバナー補佐訪問でクラブ協議会となっ

ております。委員長の皆さん、宜しくお願い致します。 

◆ニコニコボックス報告              

≪杉本 峰康会長、酒井 秀大幹事≫ 

先日襲来した台風１５号は、凄まじい風と雨の音で千

葉を震えあがらせました。眠れなかった方も多くおられた

ことと存じます。被害に遭われた方には、心よりお見舞い

申し上げます。 

さて、本日は、地区よりＲＬＩ推進委員の方に卓話をお

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCnn3xyWNcgwIAkTeDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=17ob1vlu7/EXP=1550144433/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=2019-20%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%82%B4


願いしております。清田様、山本様、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

≪五十嵐博章会員≫ 

清田様、山本様、ようこそお越し下さいました。後ほど、Ｒ

ＬＩについての卓話、宜しくお願いします。 

≪北原 俊彦会員≫ 

今回の台風で、記念に植えた桜の木５０本が心配で

す。 

 

 

◆出席報告 (会員数４７名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

本日の卓話 
演 題⇒「ＲＬＩについて」 

卓話者⇒ 国際ロータリー第２７９０地区 

         ＲＬＩ推進委員会  

委員 清田 浩義様 

         委員 山本  衛様 

 

皆さん、こんにちは。

只今、ご紹介を頂きま

した RLI 推進委員会の

清田でございます。今

日は山本さんにも、RLI

推進委員の山本さんに

も一緒に来て頂いて、2

人で RLI についての説

明をさせて頂きたいと 

思います。 

まずは、このお話の前にお話されていたように、台風１

５号、私も緑区で結構木が周りにあるんですけれども、沢

山倒れてまして、千葉県は気候的には、安心して住める

なんて言ってましたら、こうやって台風が、コンパクトな強

い台風が来て、あっという間に一晩、何時間のうちにこれ

だけ被害が起きてしまったということで、非常に驚いても

いますし、また、まだまだ、停電で、辛い生活をされてい

る方も、いらっしゃるといことで、非常に心苦しく思うところ

でございます。改めて、お見舞いを申し上げながら、お

話をすすめさせていただきたいと思います。 

今日はですね、RLI の、ロータリー・リーダーシップ研

究会、ということで、今日、お出での方で、参加された方、

いらっしゃいますか？（会場 挙手 数名。）あっ、三神さ

ん資格を、DL の資格を持っていらっしゃいますし、それ

から竹尾さんも、資格を持っていらっしゃって、あと、千

葉南クラブのお二人、このなかに、RLI、ロータリー・リー

ダーシップ研究会お出で頂いて、どうもありがとうござい

ます。4 名の方が、過去に参加を頂いているということで、

是非、三神さん、それから、竹尾さん、私のお話のサポ

ート役を、是非、して頂きたいと思います。まずは最初に、

RLIのテキストを置かせて頂きましたけれども、RLIがどん

なものなのかということを、より知って頂こうというのが、

我々のテーマです。まず、ビデオを見て頂いて、RLIとい

うのは、こんなもんだというのを、ちょっと、知って頂きな

がら、話を進めていきたいと思います。（RLI 実践ビデオ

を配信した。DL役は、今野前 RLI推進委員長）たまたま、

去年、一昨年に、RLI のセッションをやったときの風景で

す。RLI のセッションというのは、こんな感じでやっている

というのを、ちょっとビデオを見て頂いて。皆さん、ご存知

の方が、お出でかもしれません。ちょっと、声が聞きにく

いかもしれませんが、このセッションは、「クラブを強くす

る。」という、そういうテーマでの強いクラブをつくる。そん

なテーマのセッションです。強いクラブを作るのに、どう

いう風なやり方があるかということを、皆さんで、討議をし

ている、そんな場面であります。皆さんご存知のかたもい

るかもしれません。千葉西 RC の今野さんが、ディスカッ

ションリーダー（以下 DL）をやって、三神さんにも、竹尾

さんにも DL として、皆さんのお話を聞いて頂く役割をお

願いすることがあります。今日は、私と山本さんのミッショ

ンは、来年の 2月から、研究会が始まりますので、最低、

何人くらいの方に参加していただけるか、最後に手を挙

げて頂きたいと、そんな、風に思っております。少し、こ

の雰囲気を見て頂けたらと。（ここで、ビデオ配信を終

了。）このような形でセッションを進めています。 

それではこれから、ちょっと私のほうから、パワーポイ

ントでお話をさせて頂きたいと思います。今日の、今、

DVD を見て頂いて、セッションはこういう形で進んでいる

んだなーというのをご理解頂けたと思います。それから、

そもそも、ロータリー・リーダーシップ研究会とは、どんな

ものかということを、お話をさせて頂き、ロータリー・リーダ

ーシップ研究会というのは、国内だけではなくて、全世

界のロータリークラブのなかで、すすめている研究部門。

研究プログラムです。全世界、どんな風にすすめている

のか、それから日本の現状も含めてお話をさせて頂き、

最後に、今、セッションを見て頂きましたけれども、ロータ

リー・リーダーシップ研究会は、こんな風にすすめている

んだよというのを見て頂いて、今日のお話をさせて頂き

たいと思います。まずは、皆様もそうかもしれませんし、

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000円 累計 100,000 円 

金の箱 0 円 累計 636 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

２５名 

欠席者数 

２２名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

8/30 修正出席率 

１００ ％ 

千葉ＲＣ 月  ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火  ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火  ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/16・10/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/24・10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/10・10/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



三神さん、竹尾さんもそうかもしれませんが、私もロータリ

ークラブに入って、10 年になります。丁度、10 年目で、

今、千葉ロータリークラブの会長を仰せつかっています

けれども、千葉ロータリークラブのこんな話をすると、怒ら

れるかもしれませんが、皆さんも多分、先輩の皆さんも、

「千葉ロータリークラブは何もしないクラブ」だというのが

定説だという風に、思われている方もいらっしゃるかもし

れません。私も入会して 5 年間、ほぼ何もせずに、例会

に出て、昼食を食べて帰る。という生活、クラブライフを 5

年間。それはそれで、楽しかったんですけれども、ちょう

ど 5年目に幹事になるときに、ロータリー・リーダーシップ

研究会というのがあるから、幹事やるんなら、勉強して来

いということで、参加させて頂いたのが、そもそもの出会

いです。諸岡ガバナーもお話されてますけれども、何も

知らない私が、RLIに、ロータリー・リーダーシップ研究会

に参加して、ロータリーというのは、こういうものだと、いう

のを、ですね、浅く広く知ることが出来ました。先程、五

十嵐研修委員長とお話したら、来年、私も出ると、（会場 

ざわざわ）こんな風に宣言して頂いたので、もう五十嵐さ

んは、ロータリーについてよく知ってらっしゃると思いま

すけれども、より、幅広く、ロータリーを知ることができる、

そんな研究会、という風に思っています。 

RLI、ロータリー・リーダーシップ研究会を総じて RLI と

いう風に、呼ばせて頂いておりますけれども、我々も推

進委員会のほうでもいろいろ議論をするんですけれども、

これは決して、研修会ではない。研修会ではない。研究

会だというところが、私は、ミソだなという風に思っていま

す。研究会というのは、その場に参加して、自分が自らラ

ボのなかで、いろんなことを語り合い、自分自身が「気付

き」を持って帰ってくる。こういう場です。研修会というと、

どちらかというと話を聞いて、その話に、「そうだな。」、

「そうだな。」と、思うか、「そうじゃない。」、「そうじゃない。」

と思うかして、ストレスを溜めながら帰る。というのが、一

般的な研修、研修会ですけれども、この RLI は、研究会

ということですので、さっき見て頂いたような、ああいうセ

ッションをしながら、それぞれ、お土産を持って帰る。とい

う話、事であります。あわせて、ここに書いてありますが、

草の根運動ということで、あとでお題になりますが、1992

年にアメリカで始まった、研究会です。よくロータリーの

地区の方々、おっしゃいますけれども、RLIは、RIのプロ

グラムなのか、どうなのか？と、こういう話になって。RI が

決めたプログラムであるとか、ないとか、ということが話題

になることがありますが、RI が承認をして、推奨をしてい

ますけれども、RI のプログラムではない。その辺が、草の

根運動という、こんな呼び方に繋がるのかもしれません。

さて、RLI、ロータリアンがロータリーへの思いを自由に語

り合い、個々のモチベーションを確実に高めていく、語り

の場。何回もお話しますけれども、RLI は、話しに行く場

です。 聞いてばっかりいると、どうも面白くなくて、自分

が、ロータリーとは、私はこう思っている。ということを、皆

さんで話し合いながら、そのなかで「気付き」を深めてい

く場。まさにここに書いてある、研修の場には違いないが、

ロータリーを語ろう。ということで、語り合うというのが、こ

のRLIの特徴であります。あと、私もそうですし、三神さん、

竹尾さんも、もしかしたら、同じく感じていらっしゃるかも

しれないけども、私も千葉 RCで、クラブのなかで、クラブ

のメンバーと話をしていると、毎回同じ話が繰り替えされ

ますが、他クラブの方と、本当にフランクに、会って、話

ができるとのが、この RLI の、私は醍醐味だろうという風

に思います。まさに、語りの場、出会いの場、三神さん、

その辺にハマっちゃってますよね。（会場 笑）なかなか

クラブのなかで話せないことも、RLI に来ると、「俺のクラ

ブは、実は、こうなんだよ！！」という話が、なかなかクラ

ブのなかでは、自分のクラブの、言いにくい話って、でき

ないもの、どこのクラブも良いところもあれば、悪いところ

もある。という話を、RLI の場で、皆さんと話し合いながら、

「いや、そんな事言ったって、それは、あなたのクラブの

悪いところではなくて、ウチだってそうだよ。」という話を、

結構そういう、やり取りが沢山出てきます。そして、私自

身も、参加者の一人として、思いますけれども、 RLI の

参加者、ここに書いてありますけれども、RLI 参加者のゴ

ールは、RLI というのは、パートⅠから、パートⅢまで、皆

さんお手元にテキストがあって、テキストを御覧になると、

パートⅠからパートⅢまで、一日 6セッション、3日間のコ

ースなんですけれども、3 日間の研修、研究会で参加を

して、最後、どういうゴール、3 日出た後に、どんなところ

を自分の落としどころにするのか、という、RLI 参加者の

ゴールは、書いてありますけれども、私も、そうだなと思

いますけれども、ロータリアンとしての成長と、ロータリー

観の確立。私も 10 年になってですね、ロータリアンの成

長って、何か？と思ったりもするんですけれども、まだ、

金親さんなんかは達観されていると思いますが、私なり

にまだ、ロータリアンの成長ってなんなのかなって、いつ

ももがいていたりします。あわせて、ロータリー観、たぶん、

南ロータリークラブのなかでも、ロータリーについて話し

合うことがあると思いますが、今、杉本会長、ちょうど 10

年でいらっしゃいますよね。やっぱり入会して間もない方

が、考えるロータリークラブとは？それから、私もそうでし

たが、「入りて学び、出でて奉仕」という言葉があって、た

しかにロータリーって、皆さんと会って、色んなことを勉強

して、自分の会社の経営に戻る。それで、まさに、「入り

て学び、出でて奉仕」これは、ロータリーらしい、私にとっ

ては非常に素晴らしい言葉だなあと感じる場面、今もそ

う思ってますけれども、まさにロータリアンというのは、ロ

ータリー観というのは、会員ひとりひとりが自分にとってロ

ータリーとは、こういうものだという、そのあり様を、自分の

なかで整理していく、ということではないのかなと、ロータ

リー観の確立、何が正しいとか、何が正しくないとかいう

ことではなくて、私がロータリーに参加をしている意味は、

何なのかということを、考えるきっかけになるのが、この

RLIではないかなという風に、私は思っております。 

今、お話しをしたところが、RLIとは何なのかという全体

像です。これからは、RLI の歴史について、お話したいと

思います。先程、ちょっと話ましたが、1992 年、アメリカ、

ニュージャージー州の元 RI 理事、リンネットさんという方

が、発案して始められた、多地区の草の根組織、と、こう

いうことになっています。今、杉本会長と話をしていて、

保険のお仕事なので、ちょうど、1992 年というのは、平成



4 年になるのかな？平成 4 年ごろですね。まさにバブル

がはじけて、護送船団である日本の金融会が、形が変わ

っていくという。まさにロータリー、世界のロータリーも、

1905 年にポール・ハリスが始めて、どんどんどんどんクラ

ブが、クラブの数が、多くなり、会員数が増えていきまし

たけれども、ある時点から、会員数が増えない。むしろ、

例えば、アメリカにせよ、日本にせよ、ロータリークラブの

会員がどんどん減ってしまうという時期を迎えました。多

分、そのなかで、今 RI が推奨する DLP、CLP、それから、

未来の夢計画、というのが、戦略計画が、出てきたんだ

ろうという風に思います。私も経営していて、思うんです

けれども、組織が常に成長するためには、どこかで変革

をしていかなければならない。ロータリーも基本的には社

交的な色合いでやっていた、ロータリークラブの組織が、

ロータリー、社交クラブだけでは、成長していけないとい

う風な、思いのなかで、RI がいろいろなプログラムを考え、

いろんな仕組みを作ってきたんだろう。それがまさに戦

略計画であり、DLP、CLPにつながる。まさに、そういう時

期を同じくして、わが社でもそうなんですが、リーダーシ

ップとは、ロータリー・リーダーシップ研究会、リーダーシ

ップのあり方なんですね。日本でも、そうだと思いますね。

「俺について来い」というリーダーシップのあり方が、もう

通用しなくなり、リーダーシップの取り方が、どんどん変

わって、間違いなく、今は、そういうことだと思いますが、

そういう中で、何をもって、リーダーシップと呼べるのか？

という。当時、企業組織でいうと、コーチングとか、あるい

は、ファシリテーションとか、いう様な、みんなで話し合い

ながら、そのなかで、合議でテーマを見つけていく。そし

て、組織が進んでいく。そんな流れが 1992 年、こんな時

代だったんだろうと思います。そういう時代に、リンネット

さんという方が、この RLI を始めたというところです。そし

て、今、27年が経ちますけれども、1992年から 27年、経

ちますけれども、世界 420地区、それから、日本の 24地

区のロータリークラブが、この RLI を取り入れてます。全

世界、今、532地区あって、そのうちの 420地区ですから、

8 割以上の地区が、もう始めている。で、国内でも、今 24

地区、第2790地区も始めて10年になりますけれども、24

地区です。さっき山本さんと話をしていて、3 年前まで、

14 地区だったんです。第 2790 地区は 10 年前から始め

てますけれども、ある意味では、「これは、なかなか面白

いぞ。」あるいは、これは何かの役に立ちそうだということ

で、 国内の地区が、俺の地区もやるという、手を挙げて、

この 3・4 年で 20 地区ぐらい増えております。これからの

地区も、また増えるという。そういう意味では、これから最

後に、カリキュラムこうだという話をしますが、これは、な

んとか行けそうだなと、いう感じで、広がっているように、

私も思いますし、自ら、推進、実行、実践側として、お話

させて頂ければ、千葉クラブも 20 名くらいの参加者がい

て、それで資格をもっている人も7・8人います。少しずつ

例会のやり方、も含めて、ロータリーの形をこういう手法

をもって、変えていくのもいいんではないかという風な、

波のような気が致します。 

今、ご覧のように、第2790地区のRLI、2010-11年亡く

なりましたけれども、織田 PDG のときから、始まっていま

す。そして今年が丁度、10 年ということになっております。

RLI を推進する側からいうと、10 年の節目に、もうワンス

テップ、次のステージに上げていこうと、こんな風に考え

ているところです。この第 2790地区では、参加者 434名、

そのうち地区内が 358名と書いてあります。実はですね、

評判が良いのかどうかわかりませんが、他地区からです

ね、この第 2790地区の RLIに参加をしてみたいと、東京

もいくつか地区があるのですが、その東京の中のいくつ

かの地区でも、やっとはじまったところですけれども、そう

いう他地区の方が、第 2790地区の RLI研究会に参加し

て、勉強したいということで、結構参加をされている方が、

いらっしゃいます。パート修了者 154 名、そして、DL 資

格を持っていらっしゃるのが、116 名。まさに、竹尾さん、

三神さんも、資格を持っていらっしゃって、是非、資格を、

お取りいただけるようにがんばって頂ければと思います

が、資格をとることが目的はありませんけれども、長く RLI

活動に参加を頂きたいという風に思っています。ちょうど

この第 2790 地区は、今年度 10 年目という節目でありま

す。今日の我々二人のミッションはですね、RLI 推進委

員会。推進委員会は、第 2790地区に RLIをいかに普及

するかとということと、それから、RLI のいかに実践するか、

この二つが、テーマです。今日はどちらかというと、普及

員ということで、この後、私の話を聞いた後ですね、「行

ってみようかな」という気持ちになって頂く方が、より多け

れば多いほど、普及員としての使命を果たせたということ

になりますので、義理でも結構でございますから、是非、

来年、御参加頂きたいという風に思います。字が細かく

て、わかりづらいのですが、第 2790 地区 83 クラブありま

すけれども、17 のクラブは、まだ参加を頂いた方がいな

い、そういう現状なので、今、話したように、普及担当とし

ては、まだ参加をされていないクラブの方になんとか、参

加を頂けるように、普及をしていきたいとも、考えていま

す。 

さて、ここからは、先ほど、ビデオで少しみて頂きまし

たけれども、ロータリー、RLI とは、何をするのかを、お話

したいと思います。皆様のお手元、数が少なくて、ちょっ

と御覧になりにくいかもしれませんけれども、結構うまく、

このプログラムは、パートⅠからパートⅢまで、基本的に

は全世界同じ、カリキュラムで、研究会をすすめていま

す。当然、日本の場合では、日本語になってますが、全

世界で同じカリキュラムです。御覧になりにくいかもしれ

ませんが、パートⅠ、パートⅡ、パートⅢ、という風にあり

まして、パートⅠは、「ロータリアンとしての私。」というテ

ーマです。パートⅡは、「私たちのクラブ」というテーマで

す。パートⅢは、「私のロータリーの旅」というテーマです。

1回目、2回目、3回目で、それぞれテーマが違っていま

す。五十嵐さん、最初に 2 月 1 日ですけれども、御参加

頂いて、最初のセッションですね、「ロータリーにおけるリ

ーダーシップ」というセッションから、始まります。で、ここ

にリーダーシップと奉仕と、会員組織の強化、組織とリー

ダーシップと奉仕、この 3つが、うまく、毎回毎回、1回目、

2 回目、3 回目と、リーダーシップのテーマ、奉仕に関す

るテーマ、そして組織機構に関するテーマというのが、1

回目、2回目、3回目のなかにうまく、織り込まれています。



織り込まれているなかで、1 回目は、ロータリアンとしての

私。自分自身にとってのロータリーは、どういう風に考え

るべきかということをテーマにすすめていきます。パート

Ⅱでは、今回、杉本会長いらっしゃいますけれども、クラ

ブをどういう風に、先ほどのセッションのうちの一つ、クラ

ブをどう強くするか、自分たちのクラブがどうあったら良

いのか。ということを、テーマにして、話し合うのが、パー

トⅡです。そしてこのパートⅢ、なかなかテーマ付けも面

白いなと思うのですが、私のロータリーの旅、という。ロー

タリーには卒業がないと言いますので、 私は 10 年です

けれども、これから 10年、15年、20年、30年と、ロータリ

ーの旅を続けながら、どんな風に自分としてのロータリー

観を高めていくか。そんなことをテーマに、この 3 回目の

パートⅢが、内容がつくられています。この辺が、なかな

か、アメリカのリンネットさんが、創始者ですが、うまく作っ

ているなと思います。今、お話したように、全世界共通の

テーマ、日本の場合はですね、米山奨学制度のことも出

ていて、その地域地域の特性を反映したカリキュラムが、

できているということであります。今日は、テキスト、それ

は実はですね、もう古いというか、本来そこには、

2018-22年 22年まで使えるはずだったんですが、実は、

急に新しいテキストが出来てしまってですね、推進委員

会、少し、買いだめしといたヤツが、在庫が残っています

ので、大きく内容が違っているわけではありませんので、

御覧になって頂いて、こういうものだと、ちょっと知って、

いただければということで、置いてまいりますので。さて、

最後に、なりますけれども、ロータリー・リーダーシップ研

究会、参加者の声ですね。今日は、参加者の声。お聞き

したいと思いますが、竹尾さん。参加して、参加者の声、

是非、聞かせて頂けると、もしよろしければ、私の横に座

っていただけると、非常に心強いんで。すみません。 

竹尾 私も、眠気を覚ましながら、（会場 笑）参加して、

昨年、DL まで取りました。なかなか大変ですけれども、

参加することに意義があってですね、なんでもロータリー

の事が、わかってきますので、皆さん、是非、参加してく

ださい。以上です。（会場 拍手 拍手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 竹尾会員      清田様          山本様 

 

 

第２６９２回例会 

≪ガバナー補佐訪問・クラブ協議会≫ 

日 時⇒ ２０１９年９月２７日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

 

 

はい。ありがとうございます。貴重な参加者の声を聞かせ

ていただきました。本当にありがとうございました。ちょう

ど時間になりました。まさにロータリーは、終わりのない旅

ということになると思いますが、皆さんもご存知の方、いら

っしゃるかもしれませんが、RI 元会長、ウイリアム・R・ロビ

ンスさん。ロータリーは、成人教育の最もすぐれた実験場

である。ロータリーの第一の目的は、親睦と奉仕を通して

人を育てることである。クラブの価値は、そのクラブが、い

かなる人材を育てたかによって計られる。それ以外の何

があるであろうか。 

という話があり、私も、そうだなあと、少しずつ、思うとこ

ろであります。RLI、ロータリー・リーダーシップ研究会の

お話をさせて頂きました。冒頭お話したように、より多くの

皆さんが参加頂いて、先程のお話のように、何かそこで、

「気付き」を、得て、そして、クラブへ持ち帰り、クラブの活

性化に繋げて頂ければ、幸いであります。 

本日は、ご静聴ありがとうございました。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五十嵐会員  三神会員   清田様   杉本会長 

 

 

第２６９３回例会 

日 時⇒ ２０１９年１０月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話    高橋 豊会員 

 

       会報担当：松尾 博之 


