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本日の卓話者ご紹介
平塚ＲＣクラブ研修委員会
研修リーダー 升 水 一 義 会員

卓 話
「クラブ研修リーダー」について
平塚ＲＣクラブ研修委員会
研修リーダー 升 水 一 義

国際ロータリー理事会は、各ロータリークラブに「ク
ラブ研修リーダー」の任命を奨励しています。（2006
年 11 月ＲＩ理事会、決定 104 号）その目的はクラブ
レベルのロータリー研修を強化、充実することにより、
クラブの活性化とクラブ組織の強化を計るためであります。
第 2780 地区に於いても 2011 〜 12 年度より採用さ
れ、本年度地区運営方針に「クラブ研修リーダー及びク
ラブ研修委員会の充実」を掲げています。
2009 〜 10 年度ＲＩジョン・ケニー会長は日本のロー
タリーの課題やロータリアンの関心事について討議さ
れる「ロータリー研究会」の講演の中で「各クラブこそ
が、全てのロータリーの奉仕の構成要素であり、基盤で
ある。奉仕のアイデアを提案し、計画し、実行するのは
各クラブだけです。友情が育まれ、実行に向けて会員の
心が一つになるのも、クラブレベルにおいてです。ロー
タリーの未来が作られ、それを確実にするのもクラブで
す。生活を改善するためのプロジェクトを通じて、私た
ちはロータリーの標語である「超我の奉仕」を体現して
います。プロジェクトは何も壮大なものである必要はあ
りません。実現出来ない夢物語よりも、小さい達成の方
がすぐれているからです。私たちの活動は、各地域社会
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のニーズに応えるという現実的な取り組みから始まりま
した。必要な人材や資源を各クラブに配分することでこ
れを達成しています。」と個々のクラブの独自性が大切
であることを述べた上で、ロータリー間のネットワーク
の重要性についても触れました。「ロータリーは、地域
社会、内外でのプロジェクトのために必要なネットワー
クを形成しています。ポール・ハリスがロータリーを創
立した当初は、クラブを奉仕や友愛のための独立した単
位と考えていました。今日のネットワークは、地域や国
家、大陸を超えた資源や知識の共有を可能にする私たち
の最大の財産です。同時に、ロータリーのネットワーク
をうまく機能させるためには、強く活発なクラブが重要
で、どのような会員を迎え、育て、真のロータリアンに
なってもらうかが大切であります」
と述べられています。
又、
2012 〜 14 年度 松宮ＲＩ理事（茅ヶ崎湘南ＲＣ）
は、今、ＲＩが推奨するクラブ研修リーダー並びにクラ
ブ研修委員会のアイデアと意味は、ＲＩが近年、いかに
ロータリーを捉え直し、クラブの意味を再定義したかと
いう事実と密接に結びついているのだと思います。即ち
「人道的奉仕活動の世界的ネットワークを構成する一単
位としてのロータリークラブが、基本的な力をつけた上
でネットワークを十全に機能させる。そのためにクラブ
研修リーダーを誕生させた」ということだと思います。
かつてのロータリー情報委員会のように、単にロータ
リーの歴史や理念が一方的に伝達されるだけでは不十分
で、
情報を受けたロータリアンが実践の重要性に目覚め、
複数クラブの奉仕活動や地区主導の奉仕活動などの展開
に必然的につながっていくという成果に到達してこそ、
クラブ研修リーダー、並びにクラブ研修委員会の存在の
意味があるのです。
（ロータリーの友 平成 23 年４月号）
そして、私たちは本来のクラブの存在意義を深く認識
した上で、ネットワークの構成員としてのクラブの意味
を調和的に語りながら「クラブ研修リーダー」の位置づ
けをしなければならないと思います。と語っておられま
す。2002 年７月より全ての地区で採用されたＤＬＰ
（地
区リーダーシッププラン）そして 2002 年 11 月、ＣＬ
Ｐ（クラブリーダーシッププラン）が承認されました。
これらの経緯と併せて 2006 年 11 月ＲＩ理事会は各
ロータリークラブに「クラブ研修リーダー」の任命を推
奨することを決定したのです。
これを踏まえて「クラブ研修リーダー」として会長を
はじめクラブ指導者の方々、各委員会と連携をとりなが

＜出席報告＞
本 日 7月19日 会員数 60名 対象者 54名 出席者 47(41)名 出席率 75.93％
前々回 7月 5日 会員数 60名 対象者 54名 出席者 47(41)名 出席率 75.93％ MUP 1名 計 42名 修正率 77.78％

ら、クラブ研修を通じて、クラブレベルの向上を計り、
ロータリーのネットワーク確立に努力したいと思います。
会員名簿訂正のお願い
会員名簿内の訂正をお願いいたします。大変ご迷惑
をお掛けし申し訳ございません。
（下記３項目）

青 山 紀美代

会員

① 事 業 所：ＳＭＢＣ日興証券㈱ 藤沢支店
② 自宅住所：〒 254-0061 平塚市御殿 2-5-30
③ 自宅電話：33-8856

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
昨年度スマイルボックス委員長
吉柳恵子 会員
４月〜６月のスマイル大賞受賞者発表
大変申し訳ご
ざ い ま せ ん が、
独断で次の方を
決めさせていた
だきました。
４ 月（２人）
今村 信夫 様
スマイル大賞受賞の皆様
３ケ月もの長
き闘病生活を経て無事に退院され、57 回目の結婚記
念日をロータリーからいただいたお花を飾ってワイン
で乾杯をされたとか。
今村様。今後もお元気でロータリーへの出席をお待
ちしております。
森
誠司 様 入院をされ、大手術をされ、４月５
日は 37 日ぶりの出席だったとか。お元気になられて
本当によかったです。
森様。これからも健康に気をつけてロータリーへの
出席をお待ちしております。
５ 月（２人）
杉山 幹生 様 ５／ 10 のスマイルにこんなことが
書いてありました。
「このところ、気持ちよく生きられる
ようになってきました。
」と。何かいいことがあったんで
しょうね。
さらにいいことがあることを祈念しております。
高橋 賢二 様 新会員の高橋様は奥様同伴で春の家
族会に参加され、とても楽しかったとありました。
これからもロータリーを楽しんでどしどしスマイル
してくださると嬉しいです。
６ 月（２人）
杉山 善弥 様 ６／７のスマイルに「顔色がよく
なったね」と言われる昨今です。とありました。
よかったですね。杉山様。今後もさらに顔色がよく
なられることを祈っております。
古屋 守久 様 新年度の総代会で再度会長に追認さ
れ引き続き金庫経営に携わることになったそうです。
古屋様。今後もお元気で益々の御活躍を祈念してお
ります。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎日 時：2012 年８月６日（月）
14：30 〜／ 15：45 〜／ 17：00 〜
場 所：ガバナー事務所 会議室（相澤ビル５階）
第１回・第２回：Web を利用した情報管理
第３回：スマートフォン、タブレットなどを
活用した情報管理
クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

★人数＆時間：１回の講習会で 10 〜 20 名、60 分程度
の説明会を予定しています。
＊鳥海クラブ管理運営委員長が出席します。
◎第８グループ・ロータリー財団セミナー開催
日 時：７/25（水） 18：00 〜 20：00
場 所：中華料理「龍園」
参加費：￥1,000
＊小飯塚会長、成瀬財団委員長、片野クラブ奉仕委員
長、牧野エレクト、升水一義研修リーダーが出席し
ます。
◎麻薬撲滅キャンペーン啓発資材について
例年、緑化まつりで市民の皆様にお配りする啓発資材
の手配希望受付開始です。
「ダメ、ゼッタイ。
」のホームページにもその他種類が
ございます。
◎青少年交換学生募集について
派遣期間：2013 年８月〜 2014 年８月
派遣人員：８〜９名（１地区）
応募資格：現地到着時に 15 歳〜 18 歳未満の高校生
（応募時中３の場合は中学校長の推薦が必要）
（ロータリアンの子弟でも応募可）
派 遣 国：アメリカ・カナダほか（決定は地区の判断）
募集締切：クラブ 10/15（月） クラブでの面接後、
地区へ提出 10/31( 水 ) まで。
選考試験：11/17（土）
・18（日）筆記・面接（地区役員）
★詳細は地区ホームページにもあります。
ご覧下さい。
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

０名

＜ゲスト・ビジター＞
＜ゲスト・ビジター＞
入会前ゲスト
近藤 学様
（ＮＴＴ東日本―神奈川 平塚支店
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

支店長）

11 名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
８月 ２日（木） ＮＰＯ法人 西湘をあそぶ会
代表 原 大祐様
９日（木） 入会記念卓話 高橋建二会員
１６日（木） 休会（定款による）
２３日（木）→２４日（金）
湘南ひらつか花火大会見学
（移動）例会
会場：ホテルサンライフガーデン
時間：18：00 〜 20：00
３０日（木） 地区会員増強・会員維持委員会
副委員長 桐本美智子会員
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南

８/10 ㈮

休会

★ 例会場変更のお知らせ ★
平塚南ロータリークラブよりプレジール改装の為、
下記のとおり変更があります。
期 間：７/20（金）〜９/14（金）
会 場：平塚プレジール５Ｆ
⇨（移動先）みづほ野ビル３Ｆ「水火」

金谷浩史

國岡久資

青山紀美代

杉山幹生

