
 
 
 
 
 
 
 

第1424回例会17年 12月 12日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング    「我等の生業」 
３．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 45 名 出席免除会員 2名 

  出席率 75.76％ 前回修正出席率 83.33％ 

 

４．会長スピーチ       会長 塩崎博司 
文藝春秋新年号に「世界に

輝く日本人２０」という記事

の中に、福島孝徳、白足袋で

手術する「神の手」という記

事がありました。この福島先

生は脳外科の先生で、１９８

０年代に頭蓋骨を大きく開

けることなく５～１０ミリ

小指の先か人差し指の頭ぐ

らいの穴から脳を手術する「鍵穴手術」を確立したこ

とで、世界に知れ渡り、年間千例ぐらいの手術をし、

世界中から引っ張りだこという脳外科医です。 
先生は１９４２年明治神宮の神官の次男として生

まれ、東京大学医学部卒業後、独ベルリン自由大学に

留学しアメリカ、スウェーデン、フランス、ドイツの

研究所、大学等のフェロー（特別研究員）を勤められ

ています。 
戦後、明治神宮を復興された父は家庭的な父ではあ

りませんでしたが、日本人としてとるべき道を示して

くれました。「金のために働くな、世のため人のため

に働きなさい。」と父が云ったことを守っています。

「人の道に外れないで俺はやっているかな」といつも

振り返ります。 
私のことを「神の手を持つ男」という人がいますが、

私は「神に助けられてきた男」。その神は自分の育っ

た環境から明治神宮の神さんであり、八百万の神です。

命の瀬戸際に立つ大手術前に私は「神様助けて下さい

ね。これから入ります。」と心の中で祈ります。とい

う記事です。 
神道では、神に祈る祝詞の中で「直き正しき真心も

ちて真の道に違うことなく、負い持つ業に励ましめ給

ひ、身健やかに、世の為人のため尽さしめ給えと恐み

恐み申す。」と祈ります。 
私も常にこの事を心に込めて奉仕に努めてゆきた

いと思います。 
 
５．幹事報告 

○例会臨時変更 
和歌山中 RC 12 月 16 日(金)→12 月 16 日(金) 

 PM7:00～和歌山ビック愛 12F 
ホテル ランドマーク和歌山オテルドヨシノ 

有田 2000RC 12 月 21 日(水)→12 月 17 日(土) 
PM18:00～ へそまがり 

和歌山東 RC 12 月 29 日(木)→12 月 25 日(日)  
PM6:00～和歌山東急イン 

岩出 RC      1 月 5 日(木)→1 月 7 日(土)～8 日(日)  
新年家族例会 伊勢神宮 

有田南 RC  1 月 10 日(火)→1 月 6 日(金) 
PM6:30～ 千代の屋 新年初例会 

海南 RC   1 月 10 日(水)→1 月 7 日(土) 
PM6:00～初音 新年初例会 

粉河 RC   1 月 11 日(水)→1 月 11 日(水) 
PM12:00～名手八幡神社 新年例会 

1 月 18 日(水)→1 月 18 日(水) 
PM12:00～粉河商工会議所 2F 

有田 RC     1 月 26 日(木)→1 月 28 日(土) 
PM12:00～通常通り 

○休会のお知らせ 
有田南 RC   12 月 27 日(火) 
有田 2000RC  12 月 28 日(水)  1 月 4 日（水） 
粉河 RC     12 月 28 日（水） 1 月 4 日（水） 
有田 RC  12 月 29 日(木) 
岩出 RC        12 月 29 日(木) 
和歌山中央 RC  12 月 30 日(金)   1 月 6 日(金) 
海南 RC    1 月 4 日(水) 
 

６．会員卓話  
クラブ情報・規定委員会の報告  新垣 勝 君 
10 月 8 日に開催された情報委員長会議に宮田さん

の代理で出席しましたので、その報告を致します。 
会議の内容は、クラブリーダーシップ プラン (CLP) 
の説明です。 

R I 理事会が、効果的なクラブ運営の枠組みとして 
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CLP を決定した。 
その理由は、会員基盤の維持

管理・地域や他国の地域のニ

ーズに見合った成功するプロ

ジェクトの実施・財政的寄付

とプログラムへの参加を通じ

て、財団を支援する・クラブ

レベルを超えてロータリーへ

奉仕できるリーダーの育成 

その為に R I 理事会は、推奨

ロータリークラブ細則を改定しました。 
４大奉仕をクラブ活動の哲学的、実践的な基本的枠組

みとする。新しいクラブ委員会を、CLP に基づき、

会員増強・広報・クラブ管理(運営)・奉仕プロジェク

ト・ロータリー財団 の常任委員会を設置する。 
以上の 2 点が改定された項目です。 

CLP を実施するために、元・現在・次期のクラブの指

導者は次の事をしなければなりません。 
①効果的なクラブの必須要件を具える為の長期計画

の立案②「効果的なロータリークラブの計画手引き」

に従って、長期計画に沿った年次目標の設定③クラブ

協議会の実施に際しては、会員が計画段階から参画し、

かつ会員にロータリーの活動情報を継続的伝達する

こと④クラブ会長・理事会・諸委員長・クラブ会員・

地区ガバナー・がバナー補佐及び地区委員会との間の

密接なコミュニケーションの確保⑤将来の指導者育

成のために計画の引継ぎなど、リーダーシップの継続

の確保⑥クラブの委員会組織、諸規則・クラブ指導者

の責任など、実態を反映した細則の改定⑦クラブ会員

間の親善、仲間意識を高揚する機会の確保⑧全ての会

員がクラブのプロジェクト又は行事に参加するよう

配慮すること⑨下記の目的達成のための包括的な研

修プランの作成。クラブの指導者が地区の研修会に出

席のこと。一貫した新入会員研修を定期的に実施する

こと。既存会員のために継続的な研修の場を作ること 
実施に際して、DLP の規定に従って地区指導者の

指導を受けること。プランは毎年見直しが必要です。 
そしてクラブの組織も現在の４大奉仕部門が 会員

組織 奉仕プロジェクトロータリー財団 広報 ク

ラブ管理の 5 つの委員会を設け、その下に小委員会を

置き、5 つの委員会には常任委員会を設ける。 
CLP の目的は、最近世界的にロータリークラブが弱

体化している。会員数が 20 名以下のクラブが約 20％
あり、クラブの活動が停滞している。クラブ委員会が

18 委員会構成で 1 会員が複数の委員会に所属してい

る。会員増強の目標が達成されていない。それでクラ

ブ指導者が年次目標と長期的な計画を立て、全てのク

ラブ会員にクラブのプロジェクトや委員会に関与さ

せる事。5 つの委員会であれば小さなクラブでも常任

委員会を設置すればクラブ運営は可能である事。 
効果的なクラブ運営によりクラブレベルでロータ

リーを強化・活性化させる事を目的に数年に亘り R I
で検討され、結論として CLP を提案された。 
 

CLP に関する基本的な疑問と問題点 
①ロータリーの綱領」に抵触するのではないか。 
②ロータリーにおける自己研鑽の理念が希薄になる

のでは。 
③奉仕するための機能の向上だけでロータリーは発

展できるのか。 
④DLP の場合と同じように規定審議会の議決を経て

おらず、手続き上に問題がある。 
⑤特に推奨クラブ細則の突然の変更はルール違反で

はないか。 
⑥クラブの規模(会員数など)による適用の仕方は。 
⑦クラブ理事の分担はどうなるのか。 
現状では、多々問題点があり、当クラブとしてはど

う対応していくか充分検討する必要がある。 
 
７．次回例会 
第 1425 回例会 平成１７年１２月１９日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 
 

 ＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
木地義和君  深谷さん、昨日は遠い所有難う。 
平尾ガバナー お礼です。（多額） 
土井元司君  今年も無事に終わりそうです。来年は

何か善い事が有りそう。 
山名正一君  新垣先生 卓話ご苦労様、勉強させて

頂きます。 
 
 
 
 
 
 
スキャム メールの削除願い 
 
インターネットの発展と共に、残念ながら、ロータ

リーを目標にしたロータリー情報を濫用した E メー

ル、スキャムやインターネット詐欺が増加しておりま

す。ロータリアンから RI に注意するよう連絡のあっ

た最近のスキャムはイギリス国立富籤からというも

ので、項目は"YOU HAVE WON ￡2,500,000!!!”とし

てあり、メッセージには、その代理人が資金入手を行

います("facilitate the release of funds"）とあります。 
特に混乱させる部分は、カール ヴイルヘルム ス

テンハマーRI 会長の名前を使用している事です。但

し、”Mr. Brian Hunt"という署名もあります。 
RI は上記や他のスキャムの情報を知ってをります

が、ロータリアンは疑わしいい E メールを削除する事

を、強く奨めます。RI は、E メールで資金の要請を行

ったり、個人の最新情報の要請を E メールや他の電子

的方法で行う事はありません。スキャムに御注意を願

います。 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


