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第 2129回例会  令和元年 9月 30日（月曜日）第 9号  

 

本日の例会 ９月３０日（月）    第３例会 

●ソ ン グ 『それでこそロータリー』 

●卓  話 『イタリア音楽の夕べ』 

ソング：大崎 康枝さん 

ピアノ：佐藤 節子さん 

担当：百済 洋一会員 

次回の例会 １０月７日（月）    第１例会 

● 卓  話 『           』 

担当：浅野 光男会員 

前回の例会 ９月２日（月）     第１例会 

東輪会合同例会 

日 時  2019年 09月 09日（月） 

１１：３０ 登録受付・お食事 

13：00 開 会  14：30 閉 会 

講 演 国際ロータリー第 2660地区  

ガバナー補佐 加茂 次也 様  

講 演    ガバナー補佐 加茂 次也 様          

「ＩＭ再編成と中期計画策定について」 

本日、今井実行委員長の依頼を受けまして東輪会

合同例会で講演をさせて頂くことになりました。 

 

今井実行委員長とは会長になったのが同期で、ロ

ータリー歴、年齢も先輩であるということで、不

安を感じながら受けさせて頂いた次第です。 

 

 

 

RI第 2660地区は昨年度ＩＭ再編がなされました

ので、その背景などをお話できればと思っていま

す。もう一点、ＲＩが提唱してきましたＣＬＰ、
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或いは戦略計画 それに対応した形で東大阪ＲＣ

は中期計画策定を行っています。その内容を説明

できれば、四宮ガバナーがおっしゃっておられま

す各クラブのクラブビジョンの策定に役立つので

はないかと思っています。 

 

ＩＭ再編成についての資料については、藤井地区

クラブ奉仕・拡大増強委員長から頂いたもので

す。我々旧ＩＭ第４組は東大阪、八尾、柏原の３

市９クラブと大阪ネクストＲＣの 10クラブで編成

されていました。2013～2017年度期首のＩＭ毎の

会員数を見ますと、ＩＭ再編の背景は明らかであ

ります。１～４組が郊外、５～８組は市内です。

第１組と第６組の会員数の違いは 3.3倍以上とな

っています、更に 2013年と 2017年を比べます

と、郊外が減少し、市内は増強しており、この較

差は更に広がっていく傾向が伺われます。そんな

背景の中で 2015年 12月の地区大会で立野純三ガ

バナーの下、ＩＭ再編成が決定致しました。その

後、松本進也ガバナー、片山勉ガバナーの３年間

で再編が進められ、昨年度山本博史ガバナーの

下、新しいＩＭに移行致しました。会員数のバラ

ンスをとる中で、できるだけ郊外と市内を合同さ

せて会員数が均等に増える形をとることを目的と

しています。それぞれ郊外から市内に入る鉄道沿

線でクラブを再編しています。新ＩＭ第４組は旧

ＩＭ第４組 10クラブに、旧ＩＭ第７組より大阪御

堂筋本町ＲＣ、大阪南ＲＣ、大阪難波ＲＣ、大阪

なにわＲＣが加わり 14クラブでスタートしました

が、大阪なにわＲＣは昨年度末に解散されて現在

は 13クラブの構成となっています。問題であった

ＩＭ毎の会員数は、2017～2019年期首を見ます

と、ほとんど増減の差がなくなりました。 

 

 ＲＩ第 2660地区の会員数は大体 3,600名、300

名前後の会員が入会、退会されて 3,600名を維持

しています。７月にスタートしまして増強活動が

活発化して会員数は増えますが、12月に一挙に下

がって、また会員増強に努めて３月に少し落ち込

んで､更に６月にほぼ元の数に戻るという傾向が毎

年続いています。ＩＭ第４組の会員数は、大阪な

にわＲＣの解散や大阪南なみはやロータリー衛星

クラブの創設がありましたが、全体として昨年度

は 11名の減です。昨年度１年間で入会者 53名、

12月と 6月の退会者は 51名ですので地区の傾向

をそのまま示しています。

 
 

 ＩＭ第４組について私なりに考えた問題点を挙

げさせて頂きます。 

１．旧ＩＭ第４組と旧ＩＭ第７組の文化の違い  

  旧ＩＭ第４組はＩＭロータリーデーにおいて

移動例会を開催。旧ＩＭ第７組は移動例会を

開催しない。 
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２．大阪南ＲＣの会員数は 180名、ＩＭ第４組会

員数の 28％を占める。 

３．八尾中央ＲＣの会員数は 14名から 11名に減

少 10名を切ると「限界クラブ」ではないか 

４．東輪会の運営とＩＭ第４組の中での位置付け 

５．金輪会－ＩＭ第４組会長・幹事会 

旧ＩＭ第７組は年間４回開催、旧ＩＭ第４組

は年間２回開催、今後の運営をどのようにす

るのか。 

６．ガバナー補佐立候補制について 

 

今のままでは輪番制に戻る可能性大。 

 以上でＩＭ再編についてのお話は終わらせて頂

きます。 

 次の演題に移ります。四宮ガバナーは各クラブ

にクラブビジョン策定を求められています。その

背景はＲＩの急激な変化の中にあって、自クラブ

の立ち位置、５年、10年先のクラブの姿を考えて

頂きたいという主旨です。 

 ＤＬＰについて、地区、クラブレベルでロータ

リーを強化するという目的で 30年以上前から始ま

っています。試験的に実施し、最終的には 2002

年、全ての地区での採用を義務化しました。この

時、井上暎夫ガバナーは地区の改革の中で、ＤＬ

Ｐに沿った形で地区組織のスリム化、地区ガバナ

ー指名委員会も変えられ、ガバナー事務所移転、

ガバナー補佐制度を導入されました。 

 その後に出てきましたＣＬＰ、これは各クラブ

が採用するかどうか、裁量権はクラブにありま

す。ＣＬＰはクラブが長期的に発展していくこと

を目的としています。そこで長期計画という言葉

がでてきました。また、クラブ協議会、奉仕活動

や親睦活動には全員参加という目的を持った形で

運営するようにと提案されています。ＣＬＰもク

ラブ組織のスリム化を目的とし、５委員会に集約

して地区の委員会に対応し、地区の委員会もそれ

を支援するという形をＲＩは考えていたようで

す。2004年 10月、ＲＩはＣＬＰの採用を奨励

し、その後の岩田宙造ガバナーは各クラブにＣＬ

Ｐの採用を推奨され、地区大会で決議もされまし

た。その次の年度、新谷秀一ガバナーも８つの方

針の中でＤＬＰとＣＬＰの推奨を挙げられまし

た。ところが次の横山守雄ガバナーの時に少し様

子が変わって、「自分たちのクラブを特色ある、そ

して活力ある組織体に変えていくのだという強い

意欲を持つことが先決ではないか」と言われまし

た。現在のクラブの問題点の検討、将来の発展計

画という、今までのＣＬＰを推進するという対応

ではなく、各クラブがＣＬＰに対して消極的であ

ったことから出された声明ではないかと想像して

います。その後、ＣＬＰ推奨に言及されたガバナ

ーはおられません。 

 次に戦略計画の方に話を進めさせて頂きます。

ＤＬＰが世界の各地区で義務化された 2002年にＲ

Ｉ戦略計画が提案されましたが、実際にその後計

画したのは規定審議会です。日本の理事は戦略計

画というのは生々しいということで直訳ではなく

長期計画と訳されました。ＣＬＰでの長期計画、

戦略計画での長期計画、混同されることもありま

した。2002年始まったＲＩ戦略計画は規定審議会

を中心に考えられました。地区として最初に対応

されたのは岡部泰鑑ガバナーです。ガバナー方針

として４つの強調事項の３つはＲＩ戦略計画での

３重点項目そのものです。次の高島凱夫ガバナー

も４つの強調事項とし同じ項目を挙げられていま

す。こうした流れの中で 2015～2016年、立野純三

ガバナーの時に、地区戦略計画委員会を設置し、

各クラブに戦略計画委員会を設置するよう奨励さ

れました。そして、片山勉ガバナーの時に地区ビ

ジョンが出されます。これはＲＩ戦略計画に沿っ

た形で急遽出されたものです。３重点項目に沿っ

た形で数字的な目標も出されています。 

・会員数 3,600名から５年後には 4,000名に 

・財団補助金利用実績 50件を目指す 

・My ROTARY登録率 65％ 

 以上のようなことが挙げられています。 

 これに対して我々東大阪ＲＣの対応についてお

話をさせて頂きます。ＣＬＰが地区で推奨されて

から、東大阪ＲＣでは 2007年にＣＬＰ検討委員会

が組織され、2008～2010年まで４年間続きます。

その活動報告を見ますと、 

・ＲＩは大本営であってはならない。地区は特務

機関であってはならない。 

・我がクラブは五大奉仕委員会が機能しているの
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で、ＣＬＰは必要ない。 

 以上のようなコメントが書かれていました。 

そうした流れの中で創立 55周年を迎えるにあたっ

て、中期計画を策定致しました。翌年出された創

立 55周年記念誌には、５年先のクラブの姿を情報

集会で討議して頂いた内容が掲載されています。

また、翌年から組織されることになっていました

中期計画検証委員会で検証される内容を９つ挙げ

ており、第二次中期計画では７項目をそのまま検

証項目に取り入れています。 

 第二次中期計画は 60周年、2016～2017年で作

成されました。創立 60周年記念誌 143頁中 12頁

を中期計画に充てています。12頁の中の５頁強が

情報集会で討議した予算、事業、会員規模等の発

言録に費やしています。 

 第二次中期計画は第一次中期計画の焼き直しで

す。部分的に各項目に注文をつけたという形をと

っています。まず中期計画検証委員会の構成等を

規定しました。検証項目についても実践的優先項

目を入れ込んだり、戦略計画の概念を取り入れた

形で第一次中期計画の焼き直しをしています。会

員増強においては、その年度の会員増強委員会と

連携した形でデータを継続します。規定・情報委

員会との共同作業、そしてここで中核的価値観と

いう概念を入れ込んでいます。最後に、地区に対

する貢献度を高めるという項目を入れました。こ

れが第二次中期計画です。 

 東大阪ＲＣにとっての中期計画は何であった

か、私なりの分析をお話させて頂きます。 

１．ロータリーは単年度主義で、その弊害を打破

する方法の一つとしてこの中期計画が機能し

ている。 

２．第一次中期計画、第二次中期計画共に、それ

ぞれ情報集会で、５年先のクラブの姿を協

議。会員全員でクラブの方向性を議論する場

を提供できた。 

こういう事から我々東大阪ＲＣのクラブビジョン

の策定はどういう形になるのか予想致しました。 

・70周年を目指した形でクラブのあるべき姿、具

体的な数値的な目標、具体的な目標を描くこと 

によってクラブビジョンが成立するのではないか 

これはあくまでも私見であります。よく言われる

地域社会と共に、会員全員が変化を恐れず、継続

持続可能な奉仕活動等の用語が使われると予想し

ます。具体的目標には７年後の 70周年には会員数

80名で迎える。或いは、70周年までに〇〇を実現

するという形になるのではないかと想像している

次第です。 

 

最後に、現在のＲＩ戦略計画に言及したいと思

います。ＲＩのビジョン声明、2017～2019年の３

年間のビジョン声明です。そして戦略的目標、３

重点項目は 2015年から４年間、昨年度で終了して

います。今年度は My ROTARYを見て頂きますと、

戦略的優先事項として４つ挙げられています。３

重点項目は使命を終えて、ロータリーの奉仕活動

は市民の間に既に広まっており、それを更に強化

しようという目標になっているように感じます。 

ポール・ハリスのこんな言葉を探してまいりまし

た。「他者の中に良い点を見つけようとする人は、

自分も報われます。というのは、今度は自分の中

の良い点を他者が必ず見つけてくれるからです。 

地上の寂しく孤独な生物の中で最も希望のないの

は同胞を愛さない人です」 

今日の私の講演に対して良い点を見つけて頂けれ

ば…。親睦なくしてロータリーは存在しないと信

じております。 

東輪会の友情を深めてまいりましょう。本日はご

清聴頂きまして有難うございました。 
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