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Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会 第３回クラブ協議会（半期報告）村瀬高広幹事              次回例会 特別休会 

《第２回クラブフォーラム》 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 

奉仕プロジェクト青少年委員会 

インターアクト委員会

 

 

１、ファリテーションとは 

●原語：ファシリテート（facilitate）＝容易に 

すること、簡易化、助成 

●ファシリテーション（facilitation）＝ファシリ

テーションとは、会議等の場で、発言や参加を促

したり、話の流れを整理したり、参加者の認識の

一致を確認したりする行為で介入し、合意の形成

や相互理解をサポートすることにより、組織や参

加者の活性化、協働を促進させる会議のやり方。 

●ファシリテーター（facilitator）＝ディスカッ

ションを行うチームが効果的に機能し、高い質の

アイディア交換ができるように、ディスカッショ

ンの内容を決定し、導き、監視する中立な立場の

人です。「調整役」「促進者」などと訳される。 

 

２、ロータリーとファシリテーションの関わり 

ロータリーとファシリテーションの関わりは、RLI

（ロータリーリーダーシップ研究会）の研修方法が  

ファシリテーション方式で行われるからです。RLI

とは 1992 年アメリカ・ニュージャージー州第 7510

地区において元ＲＩ理事デビット・リンネットの発

案で始まった研修組織であり、日本では 2008 年に

元 RI 理事南園義一日本支部委員長の下始まりまし

た。RLI は、現在、国際ロータリーの世界 530 地区

の内 410 地区で採用されているプログラムであり、

日本では 34 地区の内、21 地区が参加、5地区が参

加意思を表明し準備に入っています。（しかし RI

の公式プログラムではない） 

 

３、2740 地区におけるファシリテーション 

千葉ガバナーはアメリカ サンジェゴのガバナー

研修の際に受けられた、ファシリテーションに共感

され、本年度 2740 地区の研修に取り入れたいとの

意思を受け、ファシリテーションの勉強のため、急

遽 2700 地区（福岡）の 3日間の研修会に参加、次

年度には地区ファシリテーション委員会も設立さ

れるということで、本格的な取り組みになっていく

のかなと思います。（しかし RLI のプログラムを採

用するかの結論は出ていません。） 

 

―中国の諺― 

私は聞いて、忘れる。 

私は見て、記憶する。 

私は行動して、理解する 
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【本  日】   会員数  44 名    出席  30 名     欠     席   2 名    出席規定免除会員（12）   出席 9 名    出 席 率  95.12％ 

【前々回】   会員数  44 名    出席  27 名    メークアップ  5 名    出席規定免除会員（12）   出席 10 名    修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 



私たちはどのように記憶するのか 

 読むことによって（10％） 

 聞くことによって（10％） 

 見ることによって（30％） 

 見る事聴くことによって（50％） 

 話すことによって（80％） 

 行動しながら話すことによって（90％） 

 

聴くだけの講演会に対して、ファシリテーションは、

人の話を聞きながら、自分の意見を纏め、瞬時に発

表という行動をとらなければなりません、又自分の

番がいつ来るかわからないので、緊張感を持ちなが

らの研修となりますその分その研修が、自分の記憶

となり、理解に繋がるのではないでしょうか。 

 

地区社会奉仕委員長 帯屋 徹 様（大村ＲＣ） 

 

 

地区社会奉仕委員 髙木義和 様（島原ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区基本理念委員 矢野京子 様（諫早北ＲＣ） 

 

の来訪者ロータリアン 3 名がファシリテーターとな

り、ファシリテーション形式で児童養護についての討

論会を行いました。 

 

ファシリテーション形式ディスカッションの様子 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



《会長挨拶》 

                蒲池芳明 会長 

 

前回は、ハウステンボスでのクリスマス家族会でし

た。出席された会員の皆様は小林知加さんが奏でるア

ルパの素敵な音色に酔いしれた素敵な夜になれたと

思います。ご紹介頂いた藤井良介副会長、親睦委員会

の皆様 S.A.A の皆様ありがとうございました感謝し

ます。 

また先週「インスピレーションになろう」のテーマ

を実践された事を称し、2018－19 年ロータリー特別

賞であります。シルバー賞が事務所に送られてきまし

た。前森 豊 会長、前松田信哉 幹事、事務局の窪田

さんには改めて感謝したいと思います。 

本日は第 2回クラブファーラムです。千葉憲哉ガバ

ナ―来訪の際ファシリテーション形成での会議を行

ってほしいと話されていましたが、皆様覚えていらっ

しゃいますか。ファシリテーションとは会議の場で発

言や参加を促し、話の流れを整理し、会議参加者の合

意の形成や相互理解する事で協調を確認し協働を促

進させるものです。人の話を聴きながら自分の意見を

瞬時に発表という行動をとるので、自分の番がいつ来

るかわからないので常に緊張感を持ちながらの研修

会となり、その分研修内容が自分の記憶となり理解に

つながるとされています。本日は第 2回クラブフォー

ラムです。 

本日地区社会奉仕委員長 帯屋 徹 様（大村ＲＣ） 

地区社会奉仕委員 髙木義和 様（島原ＲＣ） 

地区基本理念委員 矢野京子 様（諫早北ＲＣ） 

3 名の方が来訪されています。 

 

児童養護についての討論会となりますので皆様どう

ぞ積極的に参加し活発な意見を出して下さい。 

 

 
 
 

 

 

 

《幹事報告》 
           村瀬高広 幹事 

 

 

1.例会変更     

 ありません 

 

2.来 信  

 

・国際ロータリー日本事務局 

2019 年 12 月｜疾病予防と治療月間 

リソースのご案内 

 

・公財）ロータリー日本財団 

財団寄付金明細書（確定申告用の領収書は 

1 月末に送付されます） 

 

・ロータリー米山記念奨学会 

感謝状（礼状）米山功労者  

第 26 回メジャードナー 福田俊郎会員 

 

・ガバナー事務所 

 ①2019 学年度 米山学友会「総会・交流会」の 

ご案内（松田カウンセラー宛） 

  日 時：2020 年 1 月 26 日（日） 

12：30～15：30 受付 12：00～ 

  場 所：ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館） 

 ②2019～20 年度 

インターアクト活動認定証のご案内 

 

・ガバナーエレクト事務所 

 ①2020～2021 年度  

次年度地区委員推薦のお願い 

次年度地区委員就任のお願い 

 ②ガバナー補佐会開催について 

 

・2019～2020 年度地区大会事務局   

 国際ロータリーより 

2018～2019 年度ロータリー賞（シルバー） 

 



・諫早南ＲＣ 

 例会場名変更のお知らせ 

（旧）諫早観光ホテル道具屋 

→（新）ホテルフラッグス諫早 

 

・諫早西ＲＣ 

 会長交代のお知らせ【令和 2 年 1 月～6 月末まで】 

氏  名：久保泰正（くぼ やすまさ） 

職業分類：司法書士 

勤務先・役職：久保泰正総合事務所・代表者 

所 在 地：〒854-0014 

諫早市東小路町 5番 6号 

TEL：0957－22－8234  

FAX：0957－22－7505     

【令和元年12月末まで】※下記2名にて会長代行。 

会長エレクト：野中英己（のなかひでみ） 

第一副会長：毎熊正太郎（まいぐましょうたろう） 

 

・佐世保中央ＲＣ 

 2019～2020 年度 第 6回佐世保市内 8ＲＣ 

会長・幹事会のご案内 

 日 時：2020 年 1 月 15 日（水）18：30～ 

場 所：セントラルホテル佐世保 

 

3.伝達事項 

 

①12/12 締切でお願いしてました委員会半期報告 

提出がまだの方はよろしくお願いします。 

②第 4回・第 5回理事会議事録をセルフＢＯＸへ 

入れております。 

③12/23（月）次回例会は第 3回クラブ協議会 

（半期報告）です。大委員長、小委員長には 

半期活動報告を発表いただきますので 

よろしくお願いします。 

欠席の場合は必ず代理をお願いします。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保東ＲＣ         緒方大輔 君 

佐世保中央ＲＣ        八重野一洋 君 

 

 

《委員会報告》 

 

ロータリー情報委員会      富田耕司 委員 

規定審議会は 3年に 1度開催され、決議事項に基づ

き定款、細則が変更されます。(北クラブでも松田前

年度幹事を中心として 作成中です。) 定款は変更す

ることはできませんが、細則はクラブの自主性に 任

されています。定款と細則に食い違いがあることも許

されて おり、柔軟性の原則に基づき、各々のクラブ

の理想と考える方 針によることとなっています。 

2740 地区の千葉ガバナーは、2019 年 4 月の規定審

議会 の内容についての意見として会員から、「だか

らロータリーにはついていけない」とか「これではロ

ータリーではないのではないか」など散々な不満がで

ていることを理解しておられます。内容はガバナーマ

ンスリーに書いておられることですが、 

①出席について、年度内で行える(前回、例会前後

14 日以内) 

②財務について、毎年 1ドル値上げ(人頭分担金) 

③職業分類に制約がなくなったこと (前回、同一分

類から 5名以上の制限) 

④会員増強について、ローターアクトも RI の加盟

クラブとなること 

⑤4つのテストを掲示することを同意しないこと 

(2013 年、2016 年では基本理念となっていた) 等

について、マローニー会長の考えを聞いたところ

によると、「あなたのクラブが良い状態なら変え

る必要はない、クラブ細則は柔軟性の原則に基づ

いて活性化してください」という内容 であった

とのことです。 

ロータリーの友 12 月号の友愛の広場の投稿内容も

最近のロータリーの大変化を見るにつけ、また 2019

年規定審議会の 決定内容について、ロータリーは将

来単なるボランティア団体 になってしまうと危惧し

ています。ロータリーは人生道場であり、フェローシ

ッフプを大切にし、例会を大事にし、職業奉仕を奉仕



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石晃一 中島閏二 中川信次 （記事担当 田島 慎） 

本日の合計 41,000 円    累計 794,000 円 

の基本とし、4つのテストを規範とするべきで、柔軟

性と自主性に惑わされてはならないと批判していま

す。 

北クラブは北クラブらしい決まりの中で発展、変化

していけば良いと思います。ロータリーの本来のある

べき姿を学び、その精神を大切にすることが基本と考

えます。 

 

プログラム委員会       渡会祐二 委員長 

12月10日にプログラム委員会を開催いたしました。

ご参加いただきました皆様ありがとうございました。

後期プログラムに向けて充実した協議ができたと思

います。 

会員の皆様には本日、後期プログラムを配布しており

ますので、ご確認のほどよろしくお願い致します。 

とくに、会員卓話のご担当の方、また新入会員の方は

スケジュールの確保をいただければ幸いです。お手数

ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

小西研一 親睦活動委員 

 

地区社会奉仕委員会委員長 帯屋 徹君(大村ＲＣ) 

地区社会奉仕委員会委員  髙木義和君(島原ＲＣ) 

地区基本理念委員会委員 矢野京子君(諫早北ＲＣ) 

本日は、卓話にお呼び頂き誠にありがとうございま

す。ＲＬＩが推奨するファシリテーション式リーダー

シップ向上をご理解頂き、クラブの強化・発展に寄与

できます様に祈念します。 

 

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君 

少し早いですが、年末のご挨拶に参りました。本年

は親子共々大変お世話になりました。 

来年も宜しくお願い致します。 

 

 

佐世保中央ＲＣ 八重野一洋君 

12月4日～7日はフィリピン出張で自クラブの例会

を休みましたので、メイクアップに参りました。 

よろしくお願いします。 

 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

今日は千葉憲哉ガバナーが推奨されているファシ

リテーションをやります。 

地区よりファシリテーターとして、帯屋 徹様(大村Ｒ

Ｃ)地区社会奉仕委員長、髙木義和様(島原ＲＣ)地区

社会奉仕委員、矢野京子様(諫早北ＲＣ)地区基本理念

委員に来て頂いております。 

遠い所ありがとうございます。本日はよろしくお願い

致します。 

準備を頂いた、奉仕プロジェクト社会奉仕委員会牧野

博一委員長ありがとうございます。 

会員の皆様には積極的に参加して頂きたいと思いま

す。 

佐世保東ＲＣの緒方大輔様、佐世保中央ＲＣの八重野

一洋様のご来訪を心から歓迎致します。 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 

牧野博一 委員長 

本日は、地区社会奉仕委員長帯屋徹様、地区社会

奉仕委員髙木義和様、地区基本理念委員矢野京子様、

師走のお忙しいところ恐縮ですが、ご来訪頂きあり

がとうございました、感謝申し上げます。 
 
福田俊郎君 

クリスマス家族会の際に、永田会員から頂いた前回

の世界大会の帽子を紛失しましたが、無事見つかりま

したので、ニコニコします。 
 

豊島揆一君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 

緒方信行君 宮﨑有恒君 古賀新二君 中島閏二君 

湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 松永祐司君 

近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 

船津 学君 八木順平君 中川信次君 井上隆三君 

茶村亜子君 渥美大介君 村上英毅君 戸畑教幸君 

早田貴志君 鐘ヶ江和重君 
  本日の卓話は、地区社会奉仕委員長 帯屋 徹様、 

地区社会奉仕委員 髙木義和様、地区基本理念委員  

矢野京子様の 3名をお迎えしての、ファシリテーショ

ンを取り入れた児童虐待についての卓話です。皆様よ

ろしくお願い致します。佐世保東ＲＣ緒方大輔様、佐

世保中央ＲＣ八重野一洋様のご来訪心より歓迎致し

ます。 


