ラブの長期計画と合致した年間目標を設
定する。
３．計画過程に参加する会員を含めてクラ
ブ協議会を実施し、ロータリーの活動に
関する情報を伝える。
４．クラブ会長、理事会、委員会委員長、
クラブ会員、地区ガバナー、ガバナー補
佐、および地区委員会の間に明確な意思
疎通が図られるよう確認する。
５．将来の指導者育成を確実にする一貫し
た引継ぎ計画の概念を含め、指導者の継
続性を確保する。
６．クラブ委員会構成とクラブ指導者の役
割と責務を反映させるべく、細則に修正
を加える。
７．クラブ会員の親睦をさらに深めるよう
な機会を提供する。
８．会員全員がクラブのプロジェクトや業
務に活発に関与するよう計らう。
９．以下を確実にするための包括的な研修
を企画する。
・クラブ指導者が地区研修会合に出席する。
・新会員のための一貫したオリエンテー
ションを定期的に実施する。
・現存会員のための継続的教育の機会を
提供する。
地区リーダーシップ・プランに提示されて
いるように、クラブ指導者は、地区指導者と
相談しながらクラブ・リーダーシップ・プラン
を施行するものとされます。同プランは、毎
年見直しが行われるべきです。

ための会合を実施する責務があります。委員
長は、同じ委員会の委員を務めた経験を備え
た人物であることが推奨されています。常任
委員会は以下の通りに任命されるものとされ
ます。
１．会員増強委員会
会員の勧誘と退会防止の包括的計画を
立案、実施します。
２．クラブ広報委員会
ロータリーに関する情報を一般の人々
に提供し、クラブの奉仕プロジェクトや
活動を推進するための計画を立案、実施
します。
３．クラブ管理運営委員会
クラブの効果的な管理運営に関する活
動を実施します。
４．奉仕プロジェクト委員会
地元社会や他国の地域社会のニーズを
取り上げた教育的、人道的、職業的プロ
ジェクトを立案、実施します。
５．ロータリー財団委員会
財政的寄付およびプログラム参加の両
面からロータリー財団を支援するための
計画を立案、実施します。
６．米山財団委員会
必要な場合は、この他の委員会を任命す
ることもできます。

クラブ委員会
クラブ委員会は、四大奉仕に基づくクラ
ブの年間目標および長期目標に向けた取
り組みを担当します。
会長エレクト、会長、直前会長が協力し、
指導の一貫性と計画の継続性を図らなくて
はなりません。可能であれば、継続性を図
るため、委員会委員は３年を任期として委
員会に任命されるべきです。会長エレクトは、
空席を埋めるための委員、および委員長を
任命し、年度の開始に先立って計画を立てる

地区リーダーシップ・プランとの関係
クラブ委員会は、ガバナー補佐および関
連する地区委員会と協力すべきです。

研修の要件
クラブ委員会委員長は、職務に就任する
前に地区協議会に出席すべきです。

報告要件
クラブ委員会は、活動についてクラブ理
事会に定期的に報告すべきであり、適切で
あれば、クラブ協議会において報告を行い
ます。
（文責：田原）
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第 861 回例会

平成19年11月15日（木）

◎本日の例会プログラム

ロータリー財団学友会メンバーの卓話
担当：青木 R 財団委員長

11/17 平成４クラブ姉妹交流例会

○次回例会プログラム

福岡市「稚加榮」にて

前回（ 860 回例会）の記録

平成19年11月８日(木)

■ビジター
なし

■出席報告
会 員 数 26 名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 26 名
本日出席者 22 名
欠 席 者 数 ４名
出 席 率

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
７名
メイクアップ
４名
欠
席
者
３名
修正出席率 73.00%→

88.46%

●メイクアップ
熊谷、松本（中津）、田原（別府北）
岡野（中津中央）

84.62%

●欠席者
土居、矢頭、白石

「ロータリーは分かちあいの心」

ROTARY SHARES

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 He Profits Most Who Serves Best

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

幹 事 報 告

人推薦をお願いします。

我等の生業

幹事 榎本 正則
●例会変更 別府東RC、竹田RC
●週報受理 熊本平成RC、宇佐RC
●週報お礼 壽崎パストガバナー
●幹事報告
・ガバナー月信届く。
・中津RCより12月例会プログラム届く。

・姉妹交流委員会
矢頭委員長
平成４クラブ姉妹交流会
IN 博多
●11/17（土）
15：30〜登録受付
（稚加榮 3F）
16：00〜会長幹事会（稚加榮 １F）
17：00〜合同例会（稚加榮 ３F）
17：40〜記念写真撮影（稚加榮 ３F）
18：00〜懇親会（稚加榮 ３F）
20：30〜二次会
中洲 クラブアルファ（貸切）
●11/18（日）
◇ゴルフ 福岡センチェリーゴルフクラブ
7：50〜 スタート時刻 8：21〜
◇観光（担当:親睦委員会 土居委員長）
福岡市博物館 福岡築城400年 黒田
長政の兜・黒田長知の甲冑
◎バスで行かれる方
集合場所 中津駅南口
集合時間 13：00
宿泊先 西鉄グランドホテル
宿泊料は各自精算して下さい。
◎ゴルフをされる方は何名か車を出して
いただきたいと思います。後日打合せ
をさせて頂きます。

会 長 の 時 間
会長 若松 定生
先週11月３日（土）に聖ヨゼフ寮にて開
催されました第15回県北ハーモニーフェス
ティバルに中津平成RC会長として参加しま
した。主催は県北福祉施設連絡協議会で、
参加施設は清浄園、聖ヨゼフ寮他、合計11
団体、来賓は中津市長（代理）、地元小中
学校校長、市内ライオンズクラブの会長３人、
そしてロータリークラブからは私１人でした。
開会式が終わりますと何となく運動会気分
になりましたが、最初の種目「パン食い競
争」を見て順番を決めないのを見て違和感
を覚えました。しかしながらフェスティバル
であり、勝ち負けを想定していた方が単純
に過ぎ、福祉について認識が浅すぎた様で
す。この後、来賓者一同で「パン食い競争」
を行いましたが声援の中、楽しくやるかなと
思いましたがやはり「競争」になってしまい
ました。
さて、理事候補者指名委員長として10月
25日に委員会を開き、次の４名の方を次年
度の理事候補者として報告します。江渕会
員、辛嶋会員、梶原会員、岩渕会員です。又、
皆様方の中で理事候補として出たい方がご
ざいましたらご連絡下さい。次は12月第２
週の年次総会において選挙管理委員により
理事候補者の投票が行われます。この時点
で正式に決定しますのでよろしくお願いしま
す。尚、江渕会員は今年度の理事でしたが
10月末を以って辞任し、11月１日の理事会
で承認され、これによって生じた欠員は残
りの理事会メンバーにより梶屋会員に決定
しましたので併せて報告します。

委 員 会 報 告
・会員増強委員会
熊谷委員長
10/19（金）玉名での
地区会員増強セミナー
の 報 告を致します。 熊
本 県玉名、 司ロイヤル
ホテルでの地区会員増強セミナーに若松会
長と熊谷が行って参りました。伊久美会員
増強大委員長のもとでのセミナーは立派な
もので、大変勉強になりました。特に壽崎
パストガバナーのアドレスは経営者らしいま
た若々しい卓話でした。ロータリーの基本
をもっとしっかり認識をし、且つ又磨きをか
けなければいけないという印象的な話でし
た。基調講演はRI会員組 織地域コーディ
ネーターの西村栄時PG（岩国西）・RI会員
組織ゾーンコーディネーター永冨稔PG（下
関東）の２人でありました。西村PGは全般
にわたっての話で、ロータリーの魅力は何な
のか、また魅力あるロータリーにするには
どうあるべきか、といったロータリアンとし
ての基本的な話で会員研修向きの約１時間
の卓話でした。また永冨PGの話は当クラブ
での卓話と違い、自分が経験してきたロー
タリアンらしい卓話でありました。何か後日
プリントアウトした資料がでれば会員のみな
さん是非一読の必要ありです。なにはさて
おいて、自分が感じているロータリーの魅
力を明確にし、会員増強に努力していくこと
をお願いします。１年間会員一人ひとりが１

四つのテスト（言行はこれに照らしてから） １. 真実かどうか

２. みんなに公平か

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス
担当：出席委員会

○出納会員
私の胸のリボンは子ど
も虐 待 防止を目指した
運動のリボンです。皆さ
んの御協力をお願いしま
す。先日、FM大分に出
演いたしました。先日中
津市から表彰を受けました。

３. 好意と友情を深めるか

○小川会員
先日、 中津市から学
校薬剤師として表彰を受
けました。

○加来会員
先日、一足早く福岡セ
ンチェリーでゴルフをし
ました。難コースでした。

ク ラ ブ 協 議 会
CLP検討委員会
小川委員長
クラブ・リー ダーシッ
プ・プラン
クラブ・リーダーシッ
プ・プランの目的は、効果的なクラブの管理
の枠組みを提供することにより、ロータリー・
クラブの強化を図ることです。以下は、効果
的なクラブの要素です。
・会員基盤を維持、拡大する。
・地元地域社会ならびに他の国々の地域社
会のニーズを取り上げたプロジェクトを
実施、成功させる。
・資金の寄付およびプログラムへの参加を
通じてロータリー財団を支援する。
・クラブの枠を超えてロータリーにおいて
奉仕できる指導者を育てる。
クラブ・リーダーシップ・プランを実施す
るには、現任、次期、元クラブ指導者は以
下を行うものとされます。
１．効果的なクラブの要素に取り組む長期
計画を立案する。
２．
「効果的なロータリー・クラブとなる
ための活動計画の指標」を使用して、ク

４. みんなのためになるかどうか

