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幹事●山内 一晃

神山智子会長
今日は沢山のご出席を頂いて３月に入ってから出
席率が非常によろしいようで、私も３月から出席し
ていてプレッシャーに感じております。今日は９０％
を超えているようです。
今月は水と衛生月間ということで、ロータリーの
友３月号に「スリランカの子供達に清潔な飲料水を」
という記事が載っておりました。日本におりますと
蛇口をひねればいつでも衛生的な水が飲める、本当
に感謝でありますね。水で不便をしたことは、あの
震災の時に水の供給がストップしたとか災害時には
身に染みる思いで、水がないと本当に不便だなとい
うことが改めて思い起こされるものですけれども、
アジアの水道等が整備されていない所では不衛生な
水を子供達が汲んで遠くに運んだり、またそれを飲
食に使ったり、その不衛生な水を使うがために病気
にかかり幼い命が亡くなるということも未だに世界
には沢山の国がございます。ロータリーの友に書か
れているプロジェクトの総額は６０,
１８８ドル、約７２２万
円。このプロジェクトを実施する過程で遠く離れた
異国の地のロータリアンや現地の人達との出会い、
経験、気づき、学び、感動、そして命の大切さ、生
きることへの賢明さなど、沢山得るものがあったと
いうふうに勝浦ＲＣの関さんという方が書いておら
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れます。私達が安心して生活できるのもこの日本と
いう国土の中で様々なものに感謝しながら生きてい
ければと思います。また一人でも多くの人達が安心
して生活出来る環境を得られるように私達ロータリ
アンが何かお手伝いできることがあればと思ってお
ります。以前、鈴木直前ガバナーが３３００地区に行っ
て浄水器の設置にご尽力しておりまして、その講演
も思い起こしておりました。
水の話とは違うのですけれども、ロータリーの友
３月号２３ページに八戸西ＲＣの事が載っておりまし
た。ロータリー衛星クラブがロータリークラブに、
中央ＲＣの中村会員が「衛星クラブの不思議な力」と
題しまして書いておりました。熟読はまだですが、
八戸西ＲＣの創立のパーティにも参加させて頂き、大
変立派なパーティでございました。
といったものも合わせまして、ロータリーの友３
月号を水の事を考えつつ、また西クラブの創立のこ
と等書いてありますのでお読み頂ければと思います。
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クラブ戦略委員会

山内一晃会員
これはクラブ戦略計画を立てるものではなく、規定
審議会の決定に伴い、新しい標準定款の採用・採択、細
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則の変更が必要になり、ある程度変えて決めていくの
にあたり、皆さんからお知恵を拝借したいということで
こういう時間を設けさせて頂きました。委員会は会長、
幹事、会長エレクト、次期幹事で進めていきますので、
小金平会長エレクトお願いします。
小金平育男会長エレクト
皆さんにお渡しした３枚の資料がございます。１
枚目に戦略計画立案ガイドというのがあります。大
きい項目だけ見ますと、
「クラブの現状はどうか」
「ク
ラブは何を目指しているか」
「どのように目的を達成
できるか」
「目標に向けての進捗はどうか」そのよう
なことを戦略する一つのやり方を教えているという
ものです。これについては後ほどまた時間を取って
進めて参りたいと思います。
今日は皆さんに見て頂きたいのは、２０１６年規定審
議会の結果という部分がございます。この部分で皆
さんと話し合っていきたいと思います。
２０１６年規定審議会の重要案件。
１）入会金の廃止。今のところ入会金はなしとい
う方向で考えております。
２）例会と出席に柔軟性を認める：例会最少月２
回迄容認。これについてはクラブで決定することが
出来ます。我がクラブでは現状維持を基本に考えて
いきたいと思います。
３）Ｅクラブと通常クラブの区別緩和（廃止）。我
がクラブにＥクラブは存在しないので特に細則等を
変える必要はないかと考えております。我々は直接
顔を合わせることを重要視したいと思います。
４）全般的に出席規定を緩和。祝日のある週はクラ
ブ例会の取り消しが可能になりました。育児休暇も１２
カ月まで出席免除することができます。現在我がクラ
ブ では祝日がある週も関係なく週一回ペースでやっ
ています。我がクラブの細則では年４回例会を休会と
することができまして、その他に理事会の承認があれ
ば休会することが出来ると謳っております。今のところ
問題になる部分はないのではと思っています。育児休
暇に関しましては育児に限らず何か特別な事情がある
場合等についても免除する細則を作ってもいいのでは
という気持ちはございます。育児・介護休暇というよう
な文言でもいいかと思います。
５）
をとんで、６）
ロータリー学友及びローターアクト
のロータリークラブ入会容認：ローターアクトクラブと
の重複会員容認。今までは入れなかったローターアク
トから要件を満たすことが出来ればロータリアンとして
認めるということです。今のところ我がクラブにはロー
ターアクターがおりませんので今後皆さんの意見をま
とめていきたいと思います。
７）新クラブ設立時の会員数：２０名以上。これは
我がクラブに今のところ関係ないかなと思います。
８）地区境界変更：（１００クラブ以上、又は会員数
１,
１００名以下の地区境界変更を除く）地区境界変更は、
地区内クラブの過半数の反対がある場合には、変更
不可。我がクラブで決めるには大き過ぎる話だと感
じております。
９）人頭分担金増額（年４ドル）。これは金額が決
定されていますのでこれに従って増額していきます。
我がクラブでは特に問題なく支払いしております。
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その裏に今言った項目の細かい事が書かれており
ます。特に問題ないだろうと私は考えております。
２０１６年規定審議会の最大のトピックス⇒「柔軟性」と
いう「例外規定」の導入。これは例会と出席に柔軟
性を認める、会員身分職業分類に柔軟性を認めると
いうことです。その例外規定をクラブ細則で認めら
れることになりました。
その他の要注意案件として「クラブ運営に関する制
定案」
となっております。1601
「クラブ理事会の議事録
を６０日以内に全会員に開示しなければならない」。
これ
は細則に追加すればいいかと思います。1602
「クラブ
会計を理事会メンバーとする」。もうすでに入っており
ます。1605
「ＣＬＰに基づく５つの常任委員会を設置が
望ましい。
クラブ管理運営、会員増強、公共イメージ、
Ｒ
財団、奉仕プロジェクト。
（必要に応じて追加可）」。
我が
クラブには会員増強、公共イメージがないのでこの辺
をどうするか話し合いたいと思います。1606
「標準ＲＣ
定款にロータリークラブの目的
（Ｐｕｒｐｏｓ
ｅ）
を新設する。
（ロータリークラブの自主性、強化）」。今現在の定款に
も目的はありますが、クラブとしての目的を考えること
になるかと思います。
今回第１回の戦略計画ですので規定審議のみにつ
いて話してみましたけれども、色々と細かい所で皆さ
んと相談していく必要があるなという所がございます。
源新育子会員
この戦略計画に関して、ＣＬＰの審議委員会を発足
した時が２００
６年で２００７、２００８年にＣＬＰの実施を目標
としました。まずはクラブの現状を把握するために
アンケートを取り、それに沿ってＣＬＰの委員会の構
成をＤＬＰとは全く違うスタイルでうちのクラブで
は作っています。それまでは地区とクラブの委員会
の構成はどのクラブも大体同じだったんですが、
１９９６年度から会員が減って１２万の会員が２０年後の今
は８万７千程に減ってきているので、委員会も一人
で３つ，
４つ所属して自分が何の委員会か分からない、
何をやればいいか分からないという委員会の形だけ
があるという状態だったので、このＣＬＰを当クラブ
はグループ内でも早くに手を付けたクラブだと思い
ます。それで色々な細則なども実際にやりながら変
えて、久保年度にＣＬＰの細則が整って今に至ってい
る訳です。今すぐどうするかというより、これから
どんな事を考えていかなければいけないかしっかり
と計画を立てていく必要があるのかなと感じました。
小金平会長エレクト
源新会員がおっしゃったことに関して、戦略計画
立案のワークシートを活用してやっていきたいと思
います。皆さんから意見を頂戴して、その意見を皆
さんに開示して一つ一つ積み上げていきたいと思い
ます。次回はこの戦略計画についてお話、相談して
参りたいと思います。まだまだ始めたばかりでどう
いう方向に持っていくのか、基本的には我がクラブ
は現状維持を基本として考えていきたい、その中で
変更するべきものは変更し、皆さんのお知恵を借り
てより良い方向に持って行ければいいなと考えてお
ります。
点鐘

