
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
進 行   後藤芳生 ＳＡＡ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

ソング  「それでこそロータリー」 

来訪者  国際ロータリー第２５７０地区 

      ロータリー情報委員長(朝霞ＲＣ) 

     栗山 昇 様 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

 
 

皆様こんにちは。まずお客様の御紹介を致

します。国際ロータリー第２５７０地区ロータ

リー情報委員長の栗山 昇様です。 

私が入会間もない頃は、時々夕方呼び出され

まして、今考えてみますとロータリーの情報教

育的なものが行われておりました。最近では殆

んどその様な集まりが無くなってきております。 

 

 

たまに行われたとしましても出席すべき教育を

受ける立場の人達の出席が悪く、主催者側の集

まりという感じでなかなかロータリー情報教育

が行渡っていない感じがしておりました。 

 そこで、今年度は情報委員会にお願い致しま

して半期に１度くらい例会プログラムの中で、 

ロータリー情報教育の場を作っていただくこと

に致しました。 

 本日はその第１回目として、地区情報委員長

の栗山様にロータリー情報についての卓話をし

て頂くために来訪していただきました。宜しく

お願い致します。 

 それから、本日は例会終了後に｢指名委員会｣ 
を開催致しますので、該当する委員の方々は残 

っていただきたいと思います。 
 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

 
 

・東松山ＲＣ・東松山むさしＲＣ会長様より、

松山高校インターアクトクラブ認証状伝達に

ついてのお礼状と記念バッヂが届いています。  
・先週もお話しました｢ダメ 飲酒運転｣のリボン

マグネット(車等に付けられるステッカー)が

届いていますので、必要な方は幹事までお申

し付け下さい。 
・財務省関東財務局より広報｢財務かんとう｣が

届いています。 
・ロータリーワールド『トルコのロータリアン

が識字への扉を開く』が届いています。 

 

ロータリー財団月間 
 

卓 話 
｢クラブリーダーシッププラン｣について

（Ｃ・Ｌ・Ｐ） 
 

国際ロータリー第２５７０地区 
 ロータリー情報委員長 栗山 昇 様 
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〔委員会報告〕 
★社会奉仕委員会    岩渕富男   副委員長 

 楽市についてご報告させて頂き

ます。現在で品物が集まったのが

２７名です。あと５１名の方から

品物が届いておりません。どうし

ても品物が無い方は３０００円と

いう事でお願いしたいと思います。 

又、品物は２４日までに加藤会

員宅までお届け願います。以上、宜しくお願い

致します。 
 

 

 

送り出し青少年交換学生近況報告 
  巴  カウンセラー(送り出し) 
 前年度より送り出し青少年交換

学生の中村 茜さんのカウンセラ

ーをしています巴です。 

先週の例会で、幹事報告をして

頂き皆様には中村 茜さんからの

ＦＡＸを回覧しましたが、多少見

難いので要約したのを報告させて

頂きます。 

日本を離れて１ヶ月頃に風邪をひき、それ以

来健康面には気を付けているそうです。言葉が分

からないけれども、学校の仲間やホストファミリ

ーがとても優しいのでホームシックにもならない

そうです。ロータリークラブの会合では、持って

行った浴衣を着てスピーチをしたら言葉は通じて

いなかったけれども、大変受けが良かったそうで

す。又持って行った折り紙も大変好評で、何処か

へ出かける時は何時も持ち歩くそうです。４７６

０地区の留学生は、全部で４５人いるそうですが、

其の内の半数以上の人達は地区で主催するポルト

ガル教室に通っているようです。中村さんも片道

４０分かけて通っているそうです。休日になると

ホストファミリーが色々な所に連れて行ってくれ

るので、とても楽しく生活しているようです。ま

た、同じ地区に日本から行っている山下さんとい

う留学生と親しくなり、日本語で会話をしまくっ

ているようです。帰国後、皆様に詳しいご報告を

するそうです。 
 

 

 

本庄学生書道展の報告 下山正男 副会長 
 

 会長の代理で１１月５日に本 

庄市書道人連盟主催第３０回記

念本庄学生書道展に行ってまい

りました。ロータリー賞は特選

として、中村悠里さん(小学校６

年生の女子)が受賞しました。 
 又、当クラブの戸谷 丈会員、

岩本英人会員が書道人連盟の指導的立場で居ら

れ、文化的に大変貢献して下さっていると思い

ました。 

ＩＭゴルフコンペの報告  下山正男  副会長 
 

 １１月９日(木)に、国際ロータリー第２５７

０地区第４グループＩＭゴルフコンペに参加し

てきました。岡部チサンＣＣに於いて開催され、

１６組６４名登録中６３名の参加で、当クラブ

からは萩原会員、中島会員、金井会員、私の４

人で参加しました。大変、盛大でした。 

 成績の方は、児玉ＲＣの池田会員が優勝され

当クラブの会員も上位でした。 
 

 

 

ゴルフ部       巴 高志 会員 
 

来る１１月３０日の夜間例会の日に第２回ゴル

フコンペを開催致します。締め切りは過ぎてお

りますが、これから出席できる会員の方がいら

っしゃれば、ゴルフ部役員の石原修会員まで御

一報下さい。 

なお、御出席の方々は当日、岡部チサンカン

トリークラブのクラブハウスに午前９時までに

御集合下さい。宜しくお願い致します。 
 

 

 

山中杯野球大会の報告  社会奉仕委員会 
 

本庄市野球連盟と本庄ＲＣの共催により開催し

ております本庄市児玉郡内中学校によります、

第８回山中杯本庄ＲＣ旗争奪野球選手権大会が

１１月１１日・１２日の２日間に亘りまして行

われました。 
 当日は、開会式が雨であったのですが渋谷会

長が出席し挨拶を致しました。 
 結果は、児玉中学校が神川中学校を８：０の

コールドゲームで破り優勝致しました。第３位

は上里中学校、第４位は本庄西中学校でした。

ちなみに、本庄ＲＣは第６回よりロータリー旗

を提供し、共催の形をとっております。 
 

 

 

茂木 正 プログラム委員長 
  

今日は２５７０地区ロータリー

情報委員会委員長の栗山様にお越

しを頂いております。小此木利明

ロータリー情報委員長のより栗山

様の御紹介をお願い致します。 
 
 

 
 
紹 介 小此木利明   ロータリー情報委員長 

 地区ロータリー情報委員委員

長栗山 昇様の御紹介をさせて頂

きます。栗山様は４年間連続で

地区のロータリー情報委員長と

して大任を務められている方で



あり、まさに地区のロータリー情報のスペシャ

リストといっても過言ではないと思います。そ

れでは卓話を宜しくお願い致します。 
 

栗山 昇様プロフィール 
 所属クラブ  朝霞ＲＣ 
 入 会     昭和５１年９月２８日 
 ロータリー歴  ３０年間在籍 

＊入会以来現在まで３０年間出席率１００％

継続中 

 役 職 
1992～93 クラブ会長(牧野ガバナー年度) 

1996～97 大舘年度地区幹事 
1997～98 地区財務委員長 

(寺山ガバナー年度) 

     1998～2 年間 地区財務委員 

(本塚・梅沢ガバナー年度) 
2001～02 地区クラブ奉仕部門委員会長 

(小池ガバナー年度) 

2002～03 第２グループガバナー補佐 

(牛窪ガバナー年度) 

2003～04 地区ロータリー情報委員長 

(高山ガバナー年度) 

2004～05 地区ロータリー情報委員長 

(橋田ガバナー年度) 

2005～06 地区ロータリー情報委員長 

(野中ガバナー年度) 

2006～07 地区ロータリー情報委員長 

(鈴木ガバナー年度) 

 
 
卓 話 
 

｢クラブリーダーシッププラン｣ 
(Ｃ・Ｌ・Ｐ)について 

 

国際ロータリー第２５７０地区 
ロータリー情報委員長 栗山 昇 様 

＜目的＞ 
効果的なクラブの管理の枠組を

提供することにより、ロータリ

ークラブの強化を図る。 
＜効果的なクラブの要素＞ 
１・会員基盤を維持、拡大する。 
１・ 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。 
１・ 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。 
１・ 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。 
＜経過＞ 
２０００年９月   ２０００―０１年度国際

ロータリー小委員会リー

ダーシップ開発・研修委

員会（ＬＤＴ委員会）は、

クラブの管理組織を５つ

の常任委員会構成とした。 

２００２年１２月  ２００２―０３年度ＬＤ

Ｔ委員会は、ＣＬＰのガ

イドラインを開発。 
２００３年２月   ＲＩ理事会は、原則的に

ＣＬＰを承認し、クラブ

がこれを試験的に採用す

ることを要請した。 
２００３―０４年度 ＣＬＰは、６カ国１８ク

ラブによって試験的に採

用された。 
２００４年１１月  ＣＬＰは、推奨ロータリ

ークラブ管理組織として、

ＲＩ理事会によって承認。 
２００４年１１月  ＣＬＰに適応した推奨ロ

ータリークラブ細則が、

ＲＩ理事会によって承認。

（ロータリー・ワールド       

２００５年１月号掲載) 

２００５年     ＧＥＴＳ指導者の手引き

に、ＣＬＰに関する記事

が掲載される。 
２００６年３月   ＰＥＴＳにおいて全ての

クラブにＣＬＰ関する資

料を配付（予定） 
＜関連事項＞ 
１・地区リーダーシップ・プラン(ＤＬＰ)は、 

全地区に対するＲＩ理事会の推奨する組織 
構成体であったが、２００２年６月３０日 
までに全地区でＤＬＰを開発し、採択する 
ものとすることになった。但し、これを地 
区として採用するには、地区内クラブの３ 
分２以上の同意が必要であった。 

２・１９２７年オステンド大会において、四大

奉仕に基づいて構成された委員会との関係。 
３・ロータリーの綱領との関係 
４・四つのテストとの関係 
５・衰退していく職業奉仕との関係 
６・ロータリーの標語との関係 
 

 

お礼の言葉 加藤玄静 直前ガバナー補佐 

 ２ヶ月前に当クラブの小此木

利明ロータリー情報委員長から

１１月の例会にはロータリー情

報委員会として、適切なテーマ

で適切な人を卓話にお呼びした

いという相談がありまして、私

は真っ先に浮かんだのが地区の

方でロータリーに造詣の深い現のロータリー情

報委員長の栗山様でした。お忙しい方でありな

がら二つ返事でご承知して頂きまして、早速、

会長幹事名で本日の卓話講師をお願いしたので

ございます。 

 昨年、ＤＬＰにつきましても公式訪問やその

他でお話をさせて頂きましたが、今本当にロー

タリーが変わろうとしています。このＤＬＰ、

いつ採用されるかわかりませんＣＬＰ、これは



充分勉強しませんと我々が大先輩から教えを頂

戴したロータリーと大きく今変わろうとしてお

ります。私はやはり日本なりに古いものは古い

ものとして受け止め、そして時代に合ったロー

タリー活動をしませんと退会防止やその他の諸

問題にひっかかってまいります。 
このＣＬＰが来年の石川年度ですぐには採択

しないと思いますが、私の考えでは栗山様が来

年の地区の特別委員長として、これについて充

分検討して早い時期に２５７０地区で採用され

ると期待しておりますので、これからも栗山様

に地区全般についてご指導頂いたらどうかと思

っておりますので、今後とも宜しくどうぞお身

体をご自愛しながら頑張って頂きたいと思って

おります。どうも有難う御座いました。 
 

 

 
栗山様と渋谷会長 

 
 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
 

（順不同・敬省略） 
 

ロータリー情報委員長栗山様、本日は卓話をよ

ろしくおねがいします。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
渋谷修身 佐藤賀則 武井包光 小此木利明 
茂木 正 巴 高志 金子 弘 野村正行 
中島高夫 戸谷 丈 萩原達夫 小此木昭二 
真下恵司 塚越 茂 野澤章夫 五十嵐敦子 
髙橋福八 下山正男 石原輝弥 内野昭八郎 
金井直樹 古瀬末雄 中村 孝 竹並栄一郎 
立石秀寿 渋澤健司 横尾セツ 
 
茂木 聡 
 年齢４７歳、建築設計歴２５年、ささやかな

がらも新居を構えました。北堀方面へお出か

けの際は、お立ち寄り下さい。 
 
 

金沢喜作 
 例会欠席が続いておりますが職業奉仕に努め

ております。ボジョレーも解禁されました。 
 
 
本日も先週に引き続き楽市の協力をしましょう 
地域社会奉仕委員会の皆様宜しくお願いします。 

 

（同文にてご投入頂きました） 
笠原 勝 岩渕富男 岩本英人 

 
 

金井澄雄 

 お久しぶりです。 
 

 

本日指名委員会です。パスト会長・幹事宜しく 

お願い致します。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
岡崎正六・矢島淳一 
  

 

戸谷清一 

 本庄まつり再放送します。１１月１８日(土) 

 ・１９(日)の両日の午前１０時、午後３時、

午後９時です。 

 

岡芹正美 

 早退させていただきます。 

 

 

本日投入金額合計  ５０，０００円 
 

 

 

〔出席報告〕     渋澤健司 委員長 

 
 

メーキャップ数３枚 
 

 
 

 
広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・戸谷清一・岩堀 薫 

 
■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1       ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571      http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 
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