ロータリー : 変化をもたらす
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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 齋藤君、島田君

・点 鐘 和泉会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター（東松山むさし）野口健吉様
（寄居）小宮俊光様
・卓 話 野口健吉様
【会長報告】
天皇皇后の行幸啓、只今の時間は高麗神社
を参拝なさっている頃だと思います。
ＲＩと各地区、
クラブを結ぶ重要なパイプ役
「コーディネーターニュース１０月号」でロータ
リー公共イメージコーディネーター第１ゾーン
担当鈴木ＰＧは次のように述べられています。
…公共イメージと認知度の向上とは「世間の
方々にロータリーを良い印象で知って頂く」
事です。そして、世間の方々はロータリー
（又はロータリアン）
がどんな旨い事を言って
も、云っている事よりもロータリアンの行動
を見て判断します。つまり、ロータリアンの
日頃の行動が一番大切です。これは大変だ！
常に見張られているのだろうか？そんな心配
は無用です。第一、四六時中人の目を気にし
なければならないなんて、そんな緊張は持続
できません。普通に行動すればよいのです。
但し、次の事を忘れないでください。
「奉仕・
親睦・多様性・高潔性・指導力」つまり中核的
価値観と云われている５項目。
「中核的価値
観」とは難しい言葉ですネ。我々の「行動規範」
と受け留めましょう。行動規範を念頭に置い
て活き活きと輝いた行動をとりましょう。
又、
日頃からロータリー活動だけに偏らないで
地域や広域の業界活動に参加しましょう。
又、地域自治会や消防団、交通安全協会活動

にも参加しましょう。これらの活動に参加す
ること自体が（地域社会）奉仕活動です。地
域の奉仕活動には加わらないで「私は日頃か
ら奉仕活動を行っている」と言っても、通用
しないでしょう。地域の経済活動、すなわち
地元商工会や商工会議所活動、法人会や労働
基準協会等にも、お誘いが有れば加わりまし
ょう。お誘いがないのにこちらから売り込む
のはおかしいですが、お誘いが有ったら協力
しましょう。ロータリー活動に一所懸命にな
って居て、
「私はロータリーが忙しいので、他
の会の活動は出来ません」等と云う事は間違
っても言わない様にしましょう。その様に心
掛ければ、世間の方々のロータリー（ロータ
リアン）に対する評価は、必ずや上がる事で
しょう。…以上でございます。
【幹事報告】
第５回理事会のご案内を配付しました。
【委員会報告】
◎米山記念奨学会カウンセラー
川口君
１６・１７日、地区役員、奨学生と研修旅行に
参加。静岡、米山翁の記念館見学、墓参。翌日、
山梨で富士山を見て和服を着てもらう予定で
したが台風の大雨で富士山は見えず。ザリさ
んも行きましたがカウンセラーで参加したのは
私だけ。委員会の人と顔見知りになりました。
◎雑誌委員会
中里（光）君
父の言っていた
「ＲＣは何歳になっても勉強
する場所だ」
の意味が少し分かった気がします。
「友」９月号。横組Ｐ３、国際大会の開催地ト
ロント、人口２８０万人の半分は他国出身者。
１４５か国以上の言語が話され、どんなに忙

しい人でも助けてくれる人柄。きれいで安全
で人に温かく、オンタリオ湖沿岸や美味しい
レストラン、博物館等、訪問するのに素晴ら
しい所です。縦組Ｐ１３「モリンガ茶を飲ん
で島の子の支援に」モリンガとは奇跡の木。
アーユルヴェーダ、
国連ＲＦＰにも取り入れら
れている。免疫力ＵＰ、
生活習慣病予防等に有
効な、貴重な葉。横組Ｐ４７「パズルでロータ
リー」妻が毎回楽しみにしており、今号の答
えは
「地域雑誌」
。皆で応募して当たったらニ
コニコに入れて頂ければと思います。
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
９／１４（入間）沢辺君
９／１６（地区）川口君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・卓話に参りました。野口と申します。
野口健吉様（東松山むさし）
・寄居ＲＣの小宮です。
久しぶりにＭＵに参り
ました。
よろしくお願いします。
小宮俊光様
・野口様ようこそ！本日は卓話よろしくお願い
致します。
中里（昌）君、
間邉君、
前島君、
和泉君
島田君、
土屋（崇）君、
土屋（良）君、
市川君
・小宮様ようこそ！ 増島君、
前島君、
伊澤君
和泉君、
島田君、
土屋（崇）君、
土屋（良）君、
市川君
・早退
大野（康）君
本日計１４，
０００円、累計額２００，
００１円。
◎４日例会当番は杉田、沢辺会員です。
【卓
話】
講師紹介
間邉職業分類委員長
Ｓ５１年、
土地家屋調査士事務所開設。Ｈ２
年、
（株）東建企画設計代表取締役就任。ＲＣ歴：
Ｈ７年、東松山むさしＲＣ入会（チャーター
メンバー）
。Ｈ１９年、会長。Ｈ２０年、第１グ
ループガバナー補佐
（第３グループは中里昌平
ガバナー補佐）
。Ｈ２１年より新世代部門委員
長。Ｈ２４年、地区研修委員。Ｈ２６年、ＲＬＩ
地区委員。Ｈ２８年、
ＲＬＩ地区委員長。Ｈ２９年、
ＲＬＩ地区委員アドバイザー。打木村治『天の
園』ＮＨＫ朝ドラ化に向けての活動の中心メ
ンバーで、和泉会長と私も参加しています。

ＲＬＩに ついて
ＲＬＩ委員会アドバイザー

野口健吉様

３、
４年前にＮＨＫに行った時には、
２７、
８
件の
（朝ドラ化）
陳情が来ており、先般行った
時も「今週あと２組の陳情がある」との事で
した。朝ドラ９６作の中で男性が主人公だっ
たのは２作品だけ。
「男はダメだな」と言われ
ましたが、
「保少年の母かつらは明治期にフェ
リス女学院を出ている」とお話したら一寸興
味を持ってくれました。小説の中の「堀中剛
平」のモデルは霞ヶ関ＣＣを造った発智庄平
で、川越小江戸ＲＣの発智氏が当時のビデオ

を持っており、卓話に呼
んで頂くと面白いお話が
聞けるかなと思います。
朝ドラ化に向けての会と
は別に「天の園の会」
（野口様が会長）があり、
そこで毎年小冊子を出し
ています。読んで頂けれ
ば幸いです。
加藤ガバナーの時にお
隣２７７０地区のＲＬＩ研修を３回、４、
５人で
受けました。それから少しずつ受講者が増え、
今、ＤＬバッジを持っている方は当地区には
１１０人超。全国的にも多い方で、東京や沖
縄からも「勉強したい」という方がお出でに
なります。
ＲＬＩ
（ロータリー・リーダーシップ研究会）
の研修では「皆の意見を如何に引き出すか」
「如何にＤＬ
（ディスカッション・リーダー）が
しゃべらないか」というのが主題。しゃべり
過ぎると、御意見番の浅田氏から「しゃべり
過ぎ！」と叱られます。
何故ＲＬＩが出来たか。打木村治は１９０４年
生まれですが、０５年、ＲＣが創始して１００年
以上経ち、時代と共にＲＣも変化していかな
ければ発展は望めない
（元ＲＩ会長のコメント：
０８年８月）
。統計では、ＲＣの事を知らずに
１、２年で辞めていく会員も多い。ＲＬＩ方式
で少しずつ勉強、実践していって頂こうとい
う事です。
「《ＲＩの会員》とは誰か？《クラブ》
です」。研修テキストを使い３日間研修。浅
田氏と京都までＲＬＩの“ファシリテーター”
研修に参加、研修テキストの翻訳をされた刀
根氏とも知り合いました。５月、京都で講師
をされた冨永良史氏
（プロ・ファシリテーター）
を地区で呼びました。ブレインストーミング
等を利用しながらテーブル毎の意見を吸い上
げ、ボードにまとめていく。ぐーちょきぱー
の右手に勝つように左手を同時に出す遊び等
を入れながら進める等、テクニックを教えて
頂きました。
先日のＲＬＩセミナーに参加された方にお
話を頂きます。
大野（泰）会員：よく分からないまま参加しま
したが、とても勉強になった１日でした。
野口様：ＲＬＩに出ますと５０分のうち最低
５分以上はしゃべって頂きます。一番最近入
られた会員の方に、入る前と入会後のＲＣの
イメージについて伺います。
中里（光）会員：先輩方が多く、小さくなって
いるような気持ちに、
入ってからはなりました。
野口様：ＤＬをやって頂ける方に飯能からも
出て頂けるといいなと思います。当地区のＤ
Ｌは人数もですが質もかなり良い。出発して
７年。あと５年、１０年もすれば会員全員の方
から理解を頂いて出来るようなＤＬが育つの
ではないかと思います。３回の研修のうち
「１」を逃した方は他の地区で受講頂いて「１
～３」のセクションを取って頂ければＤＬと
なります。是非ご参加頂ければ有難い。ロー
タリーバッジはいつも付けておられますか？
関西では１００％の方が手を挙げます。東京
も多い。ＲＬＩの研修は必ず何かの形で自分
自身に戻ってくる事になると思います。

