
8日の観音寺での国際交流例会に参加して下さっ

た皆さま、ありがとうございました。

また参加できなかった皆さまには、フェイス

ブックに動画がアップされていますので、和

太鼓の演奏をお楽しみ下さい。

今日は、恒例となった社会奉仕委員会担当

の光ヶ丘地区にお住まいの独居老人の方々へ

シクラメン配りの日です。とても寒いので暖

かな服装で、皆で楽しく訪問しましょう。

卓話に地区からRLI担当の今野様と山本様が

来てくださいました。当クラブからも次回のR

LIには沢山の会員が参加するようにしたいもの

です。

会場中央に広報委員会がクリスマスツリー

を飾ってくれました。また、古谷会員が折り

紙でサンタクロース、山口会員が松ぼっくり

でクリスマスツリーを作って下さいました。

クリスマスまで気分を盛り上げて参りましょ

う‼
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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
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

kashiwa.minami.jimukyoku @gmail.com
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ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。
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この事業は、光ヶ丘地区社会福祉協議会の活動に賛同し、お花の購入資金として毎年１５万円を当ク

ラブより拠出し、支援させていただいている社会奉仕活動です。独り暮らしのお年寄り宅を訪問し、

お花を手渡して安否を確認し、声をかけて元気を共有させていただくことを目的としております。

今年で７年目を迎えたこの活動ですが、岡田会長が掲げている『ロータリーを知ろう!』というテー

マに沿って初参加のメンバーを中心に盛り上げたく、準備をいたしました。

12月11日、例会終了後8グループに分かれてお宅を訪問し、シクラメンの鉢植えをお渡しいたしま

した。当日は寒い曇り空のお天気でしたが、訪問先の皆様にとても喜んでいただくことができ、たく

さんの笑顔に触れて心温まる時間となりました。
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＜本日の卓話＞地区RLI推進委員会委員長 今野文明様

ちょっと堅苦しい言葉が並びますが、ＲＬＩの主

旨を説明させて頂きます。

ＲＬＩは、ロータリークラブの潜在的なリーダー

の為のリーダーシップ開発プログラムを実施する

多地区の「草の根連合組織」です。

The Rotary Leadership Institute の頭文字を並

べてＲＬＩと呼称します。

邦訳は、ロータリー・リーダーシップ研究会と表

記します。

ＲＬＩの目的は、ＲＬＩの理念に従ってリーダー

シップの研修を通じて、ロータリーの活性化と発

展を願い、一人ひとりのロータリアンのロータリー

への理解とモチベーションを高めリーダーシップ

を涵養するとし、現在日本ではこの一年で６地区

が増え、２１地区が参加しており、世界では３８

０地区が参加しています。

ＲＬＩは、決してロータリーの知識や情報を豊か

にする事が目的ではなく、人の話を聞き対話する

事から、モチベーションを高め合い、気付けば自

然と様々な知識や情報が得られる様に成ります。

私がＲＬＩを経験した中での、私なりのＲＬＩ

を説明させて頂きます。

ＲＬＩの参加者受講者は、会長、幹事の前年度、

これから頑張るぞと言う方が多く見られる様です

が、入会3年から4年目で壁にぶち当たったり、

米山、財団て何だろう、他のクラブはどんな事を

しているんだろう、ロータリーに疑問が出た方も

効果的だと思っています。

ロータリークラブを「浅く広く知る事が出来る機

会」が、ＲＬＩだと考えています。

一番残念なのが、入会５年未満のロータリーア

ンの退会が止まらないことです。

ロータリーに関して充分な知識を得られず、話し

合いも出来ず、理解されないまま誰にも相談する

事無く、退会する人が多いのは、非常に残念な事

です。

退会する前に、ＲＬＩに参加して対話する事で、

自分の考えをぶつけ、人の考えを聞き、ある程度

ロータリーを知る機会を得てからでも退会は遅く

無いと思っています。

ロータリー歴20数年、クラブ会長3回の経験豊

富な方と、入会1年未満の方が同じテーブルを囲

み対話をし、意見を出し合う、ベテランの方は初

心に帰り、新入会員は貴重な意見を聞き参考にす

る。これがＲＬＩの醍醐味ではないかなと思いま

す。

人それぞれ色々なロータリーが有って良いのでは

無いかと考えます。

プログラムの内容を少し説明させて頂きます。

ＲＬＩは基本的な国際統一形式の各パート毎に１

日に6セッションを3日間の合計18カリキュラム

からなっています。パートⅠは「私たちロータリ

アンが一人一人が学ぶべき課題」、パートⅡは

「私たちのクラブがより効果的に成長できる課題」、

パートⅢは「より幅広く奥深いロータリーの世界

を学ぶ、私のロータリーの旅」として、セッショ

ンテーマが連携し、展開してゆきます。

このように各セッションが進む過程から次第に三

つのステップアップの柱があります。一つ目がリー

ダーシップ Leadership二つ目が奉仕 Service三

つ目が会員組織強化Membershipです。セッショ

ンに参加する毎に気付けば、自己研鑽のスキルアッ

プができ、スパイラルの内容が良く理解できるよ

うにプログラムが組まれています。

当地区のＲＬＩは、本年度9年目を迎えていま

す。そして、当地区でＲＬＩに一度でも参加した

方が、377名います。また今現在、当地区では養

成コースまで、全てのカリキュラムを終了してい

る、ディスカッションリーダー進行役が102名い

ます。この102名から、本年度の実行委員会を

51名で立ち上げました。

本番に向け、ＲＬＩの要であります、実行委員会

メンバーであるディスカッションリーダーの手法

のスキル磨き及び技量向上の為に、定期的な研修

ＤＬブラッシュアップ研修会を9月1日、10月13

日、11月26日に3回、開催致しました。

ＲＬＩの要、ディスカッションリーダーのスキル

アップ技量を上げる事により受講者の皆さんにＲ

ＬＩに参加して良かったと感動を与え、クラブの

活性化に繋がればと考えております。

最後にその目的地は、ロータリアンとしての成長

とロータリー観の確立であります。

本番であるＲＬＩパートⅠが来年の2月11日、パー

トⅡが3月30日、パートⅢが4月22日、卒後コー

スが5月27日、養成コースが6月8日に千葉市民

会館で開催致します。

皆様のご参加を心からお待ちしております。よろ

しくお願い致します。

幹事報告

●１２月のロータリーレート

１ドル＝１１２円

●【回覧】「西日本豪雨災害に対する義援金の御

礼と報告」

「柏クラブ、柏西クラブ、我孫子クラ

ブ 例会日変更のお知らせ」

「ロータリー希望の風奨学金 風の便

り」

「我孫子クラブ 婚活プロジェクトお

礼 例会報告」

●配布物 第２７９０地区 国際奉仕委員会集

計のアンケート結果

ご参考にしてください

●下期会費納入のお知らせをFAXします。銀行振

込にてお支払い下さいますようお願いします

今後の予定

12月18日（火）通常例会 年次総会 1月度理事会

12月25日（火）忘年例会 ﾊｰﾄ柏迎賓館

点鐘18:00～ 会費8,000円

（お釣り銭の無いようお願いします）

※11月16日のFAXは誤りです、お詫びのうえ訂

正します

1月１日（火）冬季休会

１月８日（火）任意休会

１月15日（火）新年例会 柏神社17:00集合

柏 吉里別邸 会費5,000円

（お釣り銭の無いようお願いします）

1月22日（火）通常例会

1月29日（火）通常例会

今野文明様

RLIの主旨について

お話いただきました

委員会報告

国際奉仕委員会委員長 浅野繁会員

8日の国際交流例会では、多くの方に参加いただき無事終了いたしました。

皆様、ご協力ありがとうございました。

留学生からも、今までに経験したことのないことで、とても素晴らしかったという声を

たくさんいただきました。


