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善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１３年 
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(８月５日(月)第１例会) 
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１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 「四つのテスト」唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

８． 会長の時間 

 ９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 

    「次世代に向けての組織改革」について 

      長期計画委員会 委員長 舘   盛治 君 

                       坪井 良廣 君 

１２． 点 鐘

 

結婚・誕生祝 

 

会長の時間 

８月に入りました、夏本番です。先週は恒例の桐生祭り

が開催されました。私も織協のパレードに参加して本町

１丁目から６丁目まで歩きまして祭りに参加してまいりま

した、又ジョイタウン広場で模擬店を出していますＲＡＣ

の皆さんを陣中見舞いして参りました。そこで感じたの

は余りにも人が多いのに驚き何時も此の位街に人が出

ていれば良いなと思いました。会員の皆さんの中には

お祭りに関わっている方も多いと思いますが大変お疲

れ様でした、ご苦労様でした。 

さて８月は会員増強、拡大月間です、今ロータリーの一

番の問題は会員の減少です、ＲＩは現会員数を１２０万

から１３０万に、地区は１９００人を２０００人に私は自クラ

ブを６５人以上にと、それぞれ数値目標を立てています

がその目標を実現しなければ輝かしいクラブの未来は

厳しく、年当初に立てたテーマは只のお題目にすぎず

ロータリーの根本的な奉仕活動さえままならぬ事になり

ロータリークラブの必要性が問われる事になります。今

年度「親睦と自クラブの充実」のテーマの「クラブ充実」

の為に「長期計画特別委員会」を立ち上げその委員会

の中で最優先課題を２つ選んだのが１）時代に即した組

織の改革 ２）会員拡大（女性会員を含む）の為の会員

の認識です。本日はタイムリィーにも「長期計画特別委

員会」の担当例会ですので検討事項を２に絞って忌憚

のない活発な意見交換が出来ればと思います。尚、当

クラブには女性会員が多く在籍しております「東京恵比

寿ＲＣ」の会長経験者であります、竹内靖博会員が居り

ますので私から直接お願いしてクラブ内の雰囲気や良

い面、不都合の面がもし有ればお話をして頂きますの

で参考にして戴きたいと思います。 

 

《報 告》 

・8/3 ロータリー財団セミナー   牛膓会長・ 

    坪井会長ｴﾚｸﾄ・久保田Ｒ財団委員長 出席 

・8/5 第 2 回会長候補者推薦委員会 

    第 2 回定例理事会 

 

《予 定》 

・8/8 管理運営セミナー 前橋問屋センター会館にて  

    幹事、事務局 出席 

・8/12 休会 

・8/19 ガバナー補佐訪問 

 

幹事報告 

・本田ガバナー事務所より、10 月 27 日の今年度地区大

会で、「ロータリーモメント寄稿」＆「友愛の広場出店」

２つの募集が届いております。 「ロータリーモメント」

は、「ロータリーに積極的に参加するきっかけとなった

エピソード」を 500 字～800 字で寄稿。 「友愛の広場

出店」は、地区大会会場にてクラブ自慢の出来るブ

ースで物販などを行えるそうです。応募締切が８月末

となりますので応募可能な場合は、お申しで下さい。 

・Ｒ財団より確定申告用領収証が届きましたので、お配

りしおります。 

・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・次週１２日(月)は、休会です。次回例会は、１９日(月)   

 第２分区Ａ星野ガバナー補佐訪問日となりますのでお

赤松  隆君 80 歳     平野 善一君 60 歳 
 



 
間違いのないようお気をつけ下さい。例会卓話内には、

クラブ協議会もありますので関係役員の方は、ご出席の

程よろしくお願い致します。尚、事務局は、桐生倶楽部

休館に伴い12日(月)～16日(金)までお休みとなります。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 8 月 5 日) 

総員 61 名：出席 43 名 

平成 25 年 7 月 22 日例会修正出席率：86.21％ 

 

ニコニコボックス 

北川洋君…おかげ様で創立 60 周年記念誌が発刊出

来ることになりました。関係者の皆様本当にありがとうご

ざいました／木村洋一君…創立 60 周年記念誌ご検分

下さい／塚越紀隆君…乾杯をさせて頂きます／岸田信

克君･･･桐生祭、八坂祭第 255等番町を無事果たすこと

が出来ました／藤江篤君…祇園祭安全に終了しました。

ありがとうございました／前原勝良君…元気な川島康雄

先輩にお会い出来て大変嬉しくおもいます。例会が一

層緊張します／柳明彦君…母が北川先生にお世話に

なりました／朝倉剛太郎君、高橋弘史君…ガバナー月

信に掲載させて頂きました／舘盛治君…写真戴きまし

た。 

 

 

募金のお願い 

桐生市在住のしゅんすけ君が 

突発性拡張型心筋症を発症し 

現在東京女子医大に入院中 

です。主治医の診断では、 

心臓移植以外に助かる道が 

ありません。アメリカのコロンビア 

大学の受入れが決定し、「しゅ 

んすけ君を救う会」を立上げ、 

募金活動を始めましたので、 

ご協力お願い致します。 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、以前に何回か設置された事がある特別委員会

を牛膓会長の肝入で長期計画委員会として復活致しま

した。委員会構成は、私、長期計画委員長舘盛治が会

長より指名を受け、会長の決意に感銘を受け桐生ＲＣの

未来に向け山積みする問題に対処すべく幅広い年代

層会員を２人で相談して、副委員長に岸田信克君、委

員に川島康雄君、次年度会長坪井良廣君、次年度幹

事須永博之君、そして水越稔幸君、桑原志郎君、若手

より後藤圭一君を加えて構成されます。まず前半の目

標として時代の変化の中でいかにしてクラブの発展の

為に歴史と伝統を継承していく中で会員減少に対する

クラブ組織のあり方、そして会員増強に関して女性会員

の問題、クラブ強化の為の親睦のあり方、桐生ＲＣの歴

史を学ぶ為のベテラン会員による卓話や親クラブである

東京ＲＣへの表敬訪問など、そして、出席委員会と１０

０％出席例会への挑戦など議題を即決する為第 1 回家

庭集会を 7 月 8 日に実施致しました。とりあえず桑原委

員が再構築をする行程表を造り優先順位をつけ第 2 回

家庭集会を 8 月に開き議論をして、9 月中には、例会に

於いて議題を提出し全会員との討論を行いその内容に

そってアンケート調査を実施して結論を出して行きたい

と思います。そして早速 2013、2014-2015 年度その対

策を実行に移して頂く事が今年度、この委員会を作っ

たクラブ再興戦略の真の目的です。どうか今年度牛膓

会長の熱意に対してそしてこの委員会にご協力をお願

いしたく決意の程をお話しました。宜しくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー・インターナショナルが提唱するＣＬＰ（クラブ・

リーダーシップ・プラン）という言葉がある。このＣＬＰとい

う言葉を、まともに理解できているロータリアンは少ない。

ＣＬＰがロータリー定款に導入された当時、多くのロータ

リアンは「ＣＬＰはわかりにくいが、四大奉仕をベースにし

たクラブ組織構成をＣＬＰをベースにしたクラブ組織構

成に置き換える」と説明していた。ＣＬＰ導入の目標は、

「効果的なクラブ」の実現である。原文は effective club

であるが、実際には effective（効果的）のニュアンスに

efficient（効率的）を内包するから、「効率的なクラブ運

営」がＣＬＰの本来の目標なのだろう。しかし、efficient と

いうのは「手間を省いた」とか「手を抜いた」というマイナ

スのニュアンスも出てくるので effective（「結果を実現す

る」として、プラスイメージ）としたのであろう。そこで、簡

単に言うと、ＣＬＰが何を言いたいのか。ＣＬＰの言いた

いことは「ロータリーの運営のスリム化」「委員会を５つま

で減らしてよい」「それで活動はできる」ということである。 

今、既存のロータリークラブの会員は減少傾向にある。

ロータリークラブは、「輪になってみんなでクラブ活動を

分担しよう」という意識が共有されていて、役があたるこ

とで一所懸命に活動しているうちに、クラブに愛着が湧

いてくる。といっても６０人のクラブに２０部門はいらない。

ＣＬＰが導入された定款では、委員会は５つまでに減ら

すことができる。役員は７人は必要だから、要は、役職

者１２人で最低限のクラブ運営はできるということである。

２８４０地区の去年の４７ロータリーの組織図全部を見た

中、CLP で無いのは、桐生・伊勢崎中央・太田南・太田

西の 4RC のみである。 そこで、そろそろ地区に合わせ

た組織にしたい。そこで、先ほど見た、2840 地区の各ロ

ータリーを参考に、良いとこを参考に。 

「次世代に向けての 

    組織改革」について   

 

 長期計画委員会 

   委員長 舘 盛治 君 

 

長期計画委員 

 坪井 良廣 君 

 



 
• 現状の委員会は、全部存続させる。 

• なるべく、細則に触れないようにする。 

先の条件を考慮して現在の桐生ロータリーをそのまま

CLP にすると下記の図のようになります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

桐生ロータリークラブ女性会員入会についての提言 

私は１８年前、東京ＪＣのある先輩から「今度恵比寿ガー

デンプレイスに新しいロータリークラブを立ち上げるので、

協力してほしい」と言われ、東京西ロータリーの特別代

表と拡大委員長等数人でチャーターナイトに向けての

準備会のメンバーとなりました。それまで東京ＪＣ、日本Ｊ

Ｃ、東京商工会議所、法人会、ＰＴＡ連合会、行政の審

議会や選挙管理委員会等々色々ボランティアをやって

来ましたので多くの先輩や友人がいるＲＣに勧められて

入会するつもりでいました。例会日を何時にするかから

始まり会場のホテルから新規約、事務局等々一から始

めました。親クラブから言われている条件の一つに女性

会員の入会を前提に会員増強して欲しいというものでし

た。 

チャーターメンバーは４８名(内男性 31 名女性１７名)そ

れから数年する内に１００名を超え現在１０５名を維持し

ております。男女の比は半々ですが一時は女性の方が

多くなる傾向がありました、私が司葉子さんの後の６代

目７代目の会長をやりましたが、それは私の後の７代目

の会長であった東急不動産の方が病の為新年度が始

まるとすぐ、亡くなってしまったため臨時総会を行い選

挙で私が続投することになったのです。 

 恵比寿ＲＣのＨＰを見て貰うと分かりますが歴代会長の

所に私の名前が連続で書いてあります。勿論スタッフは、

全く違います。私の会長時代に女性会員が多少多目に

なってしまった為内規でその割合を５０％、５０％にしよう

と理事会で決議しました。そして、１０年経って父親の死

亡に伴い仕事の関係で桐生に戻らざるを得ず恵比寿Ｒ

Ｃの例会日が合わず出席不可能の為、地元桐生のＲＣ

に親戚の者がおりましたので立地条件、例会日、活動

内容等々鑑みこちらの桐生ＲＣに移籍させて頂くことに

 

     竹内 靖博 君 

 



 
なったのです。私としては女性が半分のクラブから全く

女性のいない真逆のクラブへの移籍ですから最初は多

少のカルチャーショックがありました。でも郷に入れば郷 

に従えですから、この７年間でマルチプルポールハリス

フェロー2回、理事2回、委員長5回、地区委員長1回、

地区委員 4 回させて頂き大変勉強させて頂きました。一

番印象に残っているのは一昨年の地区管理運営委員

長の時であります。いわゆるＤＬＰ、ＣＬＰを広く 47 クラブ

に浸透させようと説明に行ったり、講師を派遣したりしま

した。 残念ながら当桐生ＲＣはその導入については消

極的でした。さて時間の関係もありますので、今回の長

期計画の一環として女性会員の勧奨についてでありま

すが、結論から申し上げてもうこの桐生ＲＣにおいて女

性会員の入会の門戸を閉ざす選択肢はなくなったとい

う事です。解り易く３つの理由を申し上げます。 

1. 会員減少が全国のＲＣで続いております。最低でも

ＲＣ活動を行うには３～４０人の会員が必要と言われ

ています。ちょっと考えてみれば誰だって分かると思

いますが、クラブの委員会は普通２０位です。そこに

委員長を配置しても２０人、副委員長を付ければ４０

人です。今我々２８４０地区４７クラブの中で３０人以

下が１６クラブ、２０人以下が６クラブです。 

  これでまともなＲＣ活動が出来ると思いますか？もち

ろん出来るわけがありません。したがって会員数 5人

のみなかみＲＣは先月解散して抹消され現在は 46

クラブになりました。この状態が続けば第２第３のみ

なかみＲＣがいつ現れても不思議ではありません。

そこでＣＬＰを各クラブに説いて回ったのです。 

2. 桐生ＲＣの親クラブはご存知東京ロータリークラブで

す。このクラブはやはり長年男性のみのクラブでした。

それが 4～5 年前でしたか先輩のあるパスト会長から

連絡がありまして「いよいよ我がクラブにも女性会員

が入ったよ」という内容でした。その時私も「良かった

ですね、日本№1 ロータリーですから、これで他のク

ラブもその気になるでしょう。」「ところでどなたです

か？」と聞いたら「緒方貞子さんだよ」なるほどと納得

しました。   

3. 昨年 2840 地区では疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰのもとで「女性会員

の集い」を前橋テルサで行いました。これは一昨年

松倉パストガバナーから話があり是非協力してくれと

いう事で講師に恵比寿ＲＣの司葉子さんと海沼美智

子さんにお願いしたいので連絡を取ってくれという

事で早速二人に連絡を取り受けて頂きました。これ

は今後女性会員を増強するためのものと思っており

ます。ガバナー輩出クラブが女性会員の増強イベン

トをやっていながら自分のクラブは女性会員ゼロで

は説得力に欠けるような気が致します。 

以上の事からこれから長期計画を進める時の最大の課

題である会員の増強について桐生倶楽部も既に数人の

女性会員を受け入れておりますし、他の団体でも女性

会員のいないところは殆ど無いといってもいいでしょう。

もう女性会員の門戸閉ざす必要は全く無い事をここに

提言したいと思います。 

 

 

 

 

インターアクト年次大会 

７月２７日(土)高崎商科大学にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローターアクトクラブ 

桐生祭 うまいもの市出店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2840 地区 

2013-2014 年度 

本田博己ガバナー公式訪問 

９月２日(月) 

スケジュール 

       食   事 12：00～12：30 

       点   鐘 12：30 

       例会行事 12：30～13：00 

       講   話 13：00～13：30 

       点   鐘 13：30 

       写真撮影 

       ｸﾗﾌﾞ協議会 13：50～14：50 

 

   全会員出席のご協力をお願い申し上げます。 

   ・上着・ネクタイ・ロータリーバッジを必ず着用して 

    下さい。 

   ・写真撮影の為、桐生倶楽部は駐車禁止です。 

   ・クラブ協議会には、地区役員、理事・役員、 

    各委員会委員長の出席お願い致します。 

 

 

    

 

 

【次回例会予告】 

8 月 26 日(月) ♦ 納涼会 

          点鐘：18 時 30 分 

          場所：美喜仁ジパング 


