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副会長卓話 

 
鈴木 英男 副会長 

(1)北元 RI理事からメールの返信 

 前回の例会にお越し頂き、ガバナーを輩出するクラ

ブの対応等について卓話を頂いた北元 RI 理事に、

私からお礼のメールを差し上げたら返信がありました。

何かお役に立つことがあれば、何時でもお申し付け

下さいとの返信がありました。 

（2）ロータリーの歴史について 

「ロータリーの歴史」について、3 ページ綴りの資料を

配付し説明がありました。 

 主な歴史を列挙しますと、次の通りです。 

1905年 青年弁護士ポール・ハリスと3人の仲間で、

シカゴ RCを設立 

1907年 ポール・ハリスがシカゴ RCの会長に就任、

社会奉仕の実践として公衆トイレ設置運

動を始める。 

1917 年 アーチ・クランフ RI 会長が、R 財団の前身
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となる基金を提唱 

1920年 日本最初の東京 RCが誕生 

       米山梅吉氏と福島喜三次氏の尽力による。 

1923 年  関東大震災に際し、RI と各国 RC から多

額の見舞金が贈られる。 

1928年  ロータリー財団設立 

1940 年 日本が RI から脱退、名称を変えて各地で

例会を続ける。 

1943年  RI理事会は、1932年にハーバード・テー

ラー（シカゴ RC）が考案した「四つのテス

ト」を採用 

1946 年 米山梅吉氏逝去（4 月）、福島喜三次氏逝

去（9月） 

       日本のロータリーに尽力されたお二人が、

同じ年に亡くなられている。 

1947年  ポール・ハリス逝去（1月、78歳） 

       ポール・ハリスを記念して、ロータリー財団

奨学制度を実施 

1949年 日本の RCが RIに復帰 

1950年 日本から第1期財団親善奨学生の派遣（元

国連難民高等弁務官の緒方貞子氏は第

2期生の派遣） 

1952年 東京 RCが米山記念奨学金制度を立案 

1963年 「ロータリーの友」創刊 

1966年 研究グループ交換（GSE）発足 

1974年 青少年交換プログラムが始まる。 

1977年 第 69回国際大会が東京で開催 

       参加国 95ケ国。参加者 39,834人 

1979 年 フィリピンで 600 万人の児童にポリオの予

防接種をするという 5ヶ年の誓約、RIのポ

リオ撲滅活動が始まる。 

1986年 世界のロータリアンが 100万人突破、 

日本では 10万人を超える。 

1989 年 シンガポール規定審議会で、女性ロータリ

アンの入会が認められる。 

1995 年 規定審議会で「ポリオ撲滅が最高の優先課

題である」ことが全会一致で承認 

1998 年 ロータリーセンターの設置（日本では 2002

年に国際基督教大学に設立される。） 

2004年 第 95回国際大会が大阪で開催 

       参加国 112ケ国。参加者 45,595人 

2005年 ロータリー創立 100周年 

2007 年 ビル・ケイツ財団が、ポリオ撲滅のために 1

億ドルの寄付 

2009 年 ビル・ゲイツ財団から、ポリオ撲滅のために

2億 5,500万ドルの追加寄付、合計で３億

5,500万ドルの寄付になる。 

2010 年 ロータリー財団「未来の夢計画」が試験的

に開始、第 2770 地区は試験的地区に選

ばれる。これによりロータリー財団のプログ

ラムが大きく変わる。 

2013 年 ロータリー財団「未来の夢計画」が。世界の

全地域で一斉に導入される。 

2017年 ロータリー財団創立 100周年 

 

幹事報告 

 
大島 直幸 幹事 

・地区より、ロータリー財団グローバル補助金セミナー

のご案内が届いております。 

・第8グループより、IM記念チャリティーゴルフコンペ

のご案内が届いております。 

・今年度の会員名簿が出来上がりました。メールボッ

クスの中に入れてあります。  

・第 8 グループ各クラブより、9・10 月のプログラムが
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届いております。  

 

3分間ロータリー情報 

 
吉澤 晴雄 会長エレクト 

「ロータリー・リーダーシップ研究会」（RLI）について 

RLI は 1992 年にアメリカ・ニュージャージー州

（RI・第 7510地区）において、元 RI理事のデビット・

リンネット氏の発案で始められた研究組織です。

1994年は、ニュージャージー州で、更に 3つの地区

が参加して多地区の活動になり、その後、1998 年に

は 31,32 ゾーン（アメリカ北東部、中部太平洋岸、カ

ナダの一部）まで広がり始めました。 

そして、この RLIプログラムは 2001年の国際競技

会のスピーチの中で取り上げられ、指導力成功例とし

てRIウェブサイトに提示されるとともに、2002年 3月

RIニュース・バスケットの記事にもなりました。2004の

規定審議会では、議決案 04－238 にて RLI を RI

のパイロット・プログラムとして採用するように決議され

ました。 

これを受けて RI 理事会は、地区やクラブが RLI

及びこれに類似したプログラムに参加することを推奨

するという決議を採択しました。このようにして、RLI

の活動は事前発生的に進展し、現在、全世界の 110

カ国、約 300地区に、草の根ロータリー研究組織とし

て発展しています。 

 RLI の研修方法やカリキュラム内容については、

RLI の原則や指導方法に従いますが、世界の各地

や国の文化や習慣の違いは尊重し、各々の違いに

応じた方法や内容を加えてよいことになっています。 

 研修セミナーの参加者は、クラブ会長が、クラブ内

の将来の指導者として成長する可能性を持った優れ

た素質を持ったロータリアンや、希望者の中からモチ

ベーションやリーダーシップの可能性のある会員を個

別に選んで、RLIの研修に参加させます。 

 また、研修方法は、従来の講義を聞くスタイルでは

なく、決められたテーマについて、みんなで意見を自

由に出し合って討論する形式です。 

 ディスカッションリーダーは進行役で、質問を投げ

かけながら、各自の自発的な意見を引き出していきま

す。参加者は解答の結論を求めるのではなく、課題

に対する参加者の発言から自分自身の解答や方向

性を見出す研修方法となっています。 

 研修の基本コースは、パート 1、パート2、パート 3も

3 日間と卒業セミナー日（任意）となっています。パー

ト 1、パート 2、パート 3までの研修を受講すると、RLI

より修了証書が贈られます。現在、行われている方式

では、参加者は 10 名程度の少人数のグループに分

かれ、毎回 6 つの分科会のすべてをまわって研修す

る形式で行われます。それぞれのグループは各パー

ト毎に別のグループとなって研修に参加する、つまり

常に違ったメンバーと研修するという事になります。 

 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）は、ロータ

リーの知識を学ぶだけではなく、物事の学び方自体

を習得してもらい、参加者の自己啓発を促すとともに

モチベーションを高め、リーダーシップの発揮にも繋

がることを目的としています。 
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会員増強グループディスカッション 

 
関森 初義 会員 

ガバナーを輩出するクラブとして、クラブ体制を盤

石にして行きたいです。各 4グループにリーダーがい

ますので、自由にディスカッションを行ってください。 

 

テーマ「入会案内書」 

個々の会員が、個々の方に案内する際にツールが

必要だと思うので、作成して行きます。過去の入会書

は時間が経っているので、中身を見直しまとめていき

たいので、よろしくお願いします。 

 

 

白熱する例会場 

 

 

グループごとに活発な意見が飛び交います 

 

 
真剣に会員増強を考えています 

 

(意見一覧) 

「チーム小林」 

・女性会員の増強を中心に行う。 

・ロータリークラブをアピールする最大のツールとい

う認識を持って行う。 

・ロータリークラブに入ったメリットをいかに表現する

か。(活動写真を多く入れる) 

・現在の会員にいない職業、未充填部門を増強す

る。(その職業の人がどこにいるか探してアピー

ルする) 

 

「チーム新沼」 

・会社名や名前を記載し、どういう人がロータリー活

動をしているか見せる。 

・HPからPDFをダウンロードして、誰でもすぐに使

えるようにする 
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・写真を多く使う。 

・写真は記念撮影的な物から、実際の活動や宴会

など楽しい写真も盛り込む 

・入会 1年生の活動状況を具体的に書く 

・ゴルフなど同好会を紹介する 

・活動の成果を載せる 

・子供たちの感想の声など載せる 

・新入会員のメッセージを入れて、惹き付ける 

 

「チーム大熊」 

・入会するにあたり、ロータリークラブがどうというより、

会員同士がどういう交流しているのかをメインに

する(異業種交流を推す) 

・どういう職業の人が入会しているかリストにしてメリ

ットを訴えかける 

・入会申込書を最後のページに印刷してしまう 

・ロータリークラブの規模、第 8グループの人たちと

異業種交流できる事をアピールする 

 

「チーム岡崎」 

・ロータリークラブが、どんな活動しているのか TV

宣伝を行う。 

・ポリオ撲滅運動をしっかり入れる 

・クラブの特色を十分入れる 

・ジュニア甲子園などアピールする 

・申込書・履歴書をセットにする 

・表紙を阿波踊りにするなど、楽しく 

・奉仕と親睦を盛り込む 

・入会された方が何を持ってロータリークラブに入

会したか意見を聞いて、作成する 

・募集と推薦の違い、問題を意識する 

 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 

 
山本 正乃 会員 

・E-Clubのメーキャップ方法について資料を配布

しました。メーキャップを行う際はご参照くださ

い。 

・E-Clubを利用する事でメーキャップが出来ます。 

 

RLI パート 2 

2017年 9月 15日に RLI パート 2が行われまし

た。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

参加者：吉澤晴雄・深野秀樹・近藤慎悟 
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・会員増強委員会のグループディスカッション、宜し

くお願いします。               鈴木英男 

・お客様いらっしゃいませ。         大島直幸 

・上原様いらっしゃいませ! ご入会楽しみにしていま

す。                       堀野眞孝 

・お客様いらっしゃいませ。会員増強委員会さん本

日はよろしくお願いします。   青木清・市川洋和 

・会員増強委員会のグループディスカッション、よろ

しくお願いします。 

      佐藤要・関森初義・宮﨑敏博 

・先週卓話を頂きありがとうございました。オブザー

バー上原様、入会をお待ちしています。 

              小林操 

・庭の桜の木にアメリカシロヒトリがついて、今日は下

の方だけを消毒してきました。 

            石井知章 

・世界中で天災により被害が拡大しています。十分

に注意しましょう。 

                          櫻井智之 

・世界平和のために。お客様ようこそ。                

松井昭夫・山本正乃 

・本日もよろしくお願い致します。 

                   髙瑠美子 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            38名 

出席率            77.5% 
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