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国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

善意というものがないなら
　　ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
　　職業は金儲けのためでしかなく、
　　社会奉仕というも施しにすぎず、
　　国際奉仕は外交以外の何ものでもない。
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新会員入会式
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　本日は入会おめでとうございました。
ロータリー情報アワー

ロータリー情報委員会　金子　篤郎君
　弥生春３月　日差しもやわらかくなって春の兆しが見え
て来ます。３月３日は「桃の節句」です。桐生では４月３
日ですが、場所にによっては３月３日が「桃の節句」を祝
う日です。又３月６日は冬ごもりの虫が穴から出て来ると
いう「啓蟄」です。もうすぐ春がやって来ます。その３月
草々に新入会員の入会式が行われます。大変喜ばしい事で
す。
　３月は桐生RCにとって記念すべき月でもあります。１
９５３年３月９日桐生倶楽部１号室に於いて仮発会式が行
われ、３月２７日RI加盟が承認（日本で第９７番目）され
ました。
　１９５３年１０月２３日チャーターナイトが行われ２０
名のチャーターメンバーでスタートいたしました。
　３月は「識字率向上月間」です。２００９年～２０１０

歓迎の挨拶
　本日は横山順一君をお迎えするにあたり一言歓迎の言葉を申
し上げます。横山順一君は銀行の支店長さんということでクラブ
内の大勢の方 と々お取り引きもあり顔馴染みの方も多いと思いま
すので一日も早く溶け込んでいただきロータリー精神を学び実践
でのご活躍をご期待申上げます。そしてご推薦をいただきました
養田隆会員にもこの場をお借りし厚くお礼申上げます。



に努力しているわけでありますがなお一層のご理解、ご協
力をお願い申上げます。
　ハイチ大地震につづき２７日にはチリ大地震が発生し１
日現在７０８人の死亡と２００万人の被災者が出ていると
いうことでありますが一日も早い救済と支援物資が被災者
にとどけられますよう、そして死者が増えないように願っ
てやまないところであります。
　うれしいニュースとしてはバンクーバーオリンピックで
スピードスケート女子団体追い抜きで０.０２秒差で銀メ
ダルを取りました。スピードスケート女子史上最高成績と
なりました。最終的には日本のメダル数は銀メダル３個銀
メダル２個という大変立派な成績を上げました。心より日
本選手の健闘をたたえたいと思います。
３月６日会員増強委員会
３月７日館林ミレニアムRC１０周年

幹  事  報  告
○ 前橋観光コンベンション協会より「好きです　まえばし」
が届いております。
○ 桐生赤城ＲＣより週報到着。
○ 本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、理
事役員の方はご出席お願い致します。

委  員  会  報  告
出席委員会
本日の出席（平成２２年３月１日）：総員６５名・出席４８名
平成２２年２月１５日例会修正出席率：８７.７％
ニコニコボックス
山h一順君…IT委員長の横田貞一君をお迎えして。／川村
　隆君…第2840地区横田貞一委員長、遠い所ありがとうご
ざいます。／山口正夫君・川島康雄君・岸田信克君・坂入
　勝君・水越稔幸君…横山順一様をお迎えして。／藤井征
夫君…バンクーバーでの女性の大健闘を祝して。／塚越紀
隆君…家内が桐生タイムスさんに掲載されました。／佐々
木裕君…初めて結婚・誕生の乾杯をさせて頂きますので。
／八木橋祥价君・岸田信克君・久保田寿栄君…結婚祝。／
山口正夫君・前原勝良君…誕生祝／堀　明君・川島康雄君・
村田勝俊君…写真を戴きました。

卓　話

　人が集まる様 な々形態の会合がありますが、こうした組織を運営・
管理する上で求められている重要な視点にはどの様な事項があ
るのでしょうか。
会社においても、団体法人、ゴルフクラブ等においてもあ
るものは法律であるものは会則であり、指針としてガイダ
ンスが示されており、多くは会員の総会で承認され、文書
化されていると思います。文書化していなくても不文律と
して古い結社でも掟（ル－ル）は存在しております。　
１．�運営指針として、目的と方針と規則の制定が必要です。
２．�会を構成する組織、執行する職責と権限の明確化
３．�予算・執行・活動報告及び承認のプロセスにおける
情報記録の開示と透明化

年度RI会長ジョン・ケニ－もメッセージの中で本年度も近
年クラブが取り続けている重要な問題すなわち水、保健、
飢餓救済、識字率向上の分野における奉仕活動に専念する
ようロータリアンに呼び掛けてます。ロータリーは他人へ
の思いやりとか、国際貢献は最も大切な主張であります。
この月間にあたり識字問題を皆で考え現在識字による貧困
からの脱出を声を大にして呼び掛けているのです。ロータ
リーの人類から生まれた叫びでもあります。３月号のロー
タリーの友に「識字率を上げ日々を豊かに」のサブタイト
ルで識字率向上月間の特集が掲載されております。ご一読
いただければと思います。
　又、３月は「世界ローターアクト週間」でもあります。
本年は３月８～１４日は「世界ローターアクト週間」です。
１９６８年（昭和４３年）３月１３日に世界で初めてとな
る米国ノースカロライナ、ノースシャロットRCが提唱し
てノースシャロットRACが設立されたのです。ロータリー
とアクト（行動力）が合体したのがローターアクトであり
親睦と奉仕活動が存在の原点であります。又日本最初の
R.A.Cは１９６８年６月１日川越RCの提唱で出来た国際商
科大学R.A.Cです。R.A.Cは地域でも大学内でも出来たの
です。このR.A.Cは現在は川越R.A.Cと改名しています。
それでは桐生R.A.Cの設立はと申しますと１９６９年（昭
和４４年）６月２３日前原勝樹ガバナーの時代に創立され
ましたから４０年余りの時間が流れております。現在の日
本のローターアクタ－たちの活動が３月号のロータリーの
友に掲載されております。

結婚祝
小島　弘一君   ４８年　　八木橋祥价君   ４５年
岸田　信克君   ４０年　　久保田寿栄君   １４年

誕生祝
前原　勝良君   ６９歳　　山口　正夫君   ６１歳　　
岡部信一郎君   ６１歳　　坪井　良廣君   ６０歳

会  長  の  時  間
　今月は識字率向上月間であります。地区の目標の中でも
５番目に取上げておりますが世界には基本的に読み書きと
計算能力の備わっていない人々が８億人余り存在しており
ます。ロータリーは本の寄贈や学校の建設等々識字率向上

「クラブのIT化について  」

第２８４０地区
IT委員会　委員長
　　横田　貞一君
（高崎北RC幹事）



へと考える会員もあるようです。こうした折りに、退会を
留まっていただく為の周辺環境等を理解した仲間及び共に
委員会に属している会員からの呼び掛け等はあるのでしょ
うか？何れにしても、先ず、こうした情報格差を少なくす
る基盤整備が必要な時でもあります。
現実には、多くの地区情報及び他クラブ情報は、例会で「プ
リントアウトされた回覧資料」となっており、限られた時
間内で詳細な回覧及び閲覧等は難しく、詳細な情報を求め
る会員は如何しているのでしょうか？ＩＴ化を進め、各ク
ラブで配信資料等をファイルで送付するシステムが確立す
れば、多量の資料及び画像等も、例会場で、ＰＣ－プロジ
ェクタ－で流しておき、入手希望の会員は、その場でプリ
ントアウトできるようにしておく事もできるようになるの
ではと思います。
ＩＴ技術に不得手な会員への情報サ－ビスを如何に図るか
と言う視点でゆっくりと確実な手順で、ＩＴ化を進める事
が肝要と考えますし、重要なクラブの歩みと共に指針でも
ある会員層へ情報量が大きく低下している事は事実であり、
重要な問題と捉え、解決する方策をクラブでも推進するこ
とになると思います。
クラブ内の情報伝達もコスト等だけの事ではなく、多量の
資料記録等をどの様に伝えるか、どの様に支援するか？を
検討する事が必要です。これらがクラブ活動、地区活動等々
への理解度に大きな差異を生む結果をともなってくるとク
ラブの存続に拘わる事になりかねません。
熱心なロ－タリアンであり、ＲＣ活動、クラブ運営にも経
験豊富である年代層の
一群はクラブにとっては重要な財産であり、仲間でありま
す。ＲＣ歴の永い会員を支援し、会員の中にＩＴ化を進め
る事で、結果としても新たに参加する楽しみを生む事もＩ
Ｔ委員会の重要な活動としてあると考えます。これは、若
手、新入会員層においてもにおいても同様ですが、現実に
は、情報格差は、執行部と理事間でもあり、限られた時間
での議論・報告であるが為に、理事会でも、クラブ協議会
及び総会等で大きな議論が起こらない事もあります。
ロ－タリ－クラブの組織においては「予算・執行・活動報
告及び承認のプロセスにおける情報記録の開示と透明化」
と「執行する機関と監視する機能の存在」及び「情報の共
有化と開示と透明性の確保」が不可欠です。クラブの会員
は、平等であり、同質の情報を同時期に受ける権利と義務
があります。
会員への情報開示と掲示が適格に迅速に行われることによ
り、関心がでてくるのではと思いますし、あるいは熱意あ
る会員の活動が報告と資料及び写真等の画像も添えて掲載
される事で、活性化を誘引するきっかけにもなると思いま
す。
高崎北ＲＣでは、2005－2006年度に、私は、ＣＩＣＯに就
任した事を機に、当時の会長に相談し、活性化を図る為の
ＩＴ化を基盤整備として位置づけました。ＲＣ内でＩＴ委
員会の基盤つくりを考え、クラブ内へ委員会での方針考え
を伝える事から始めることといたしました。
当時の安藤会長（現ガバナ－ノミニ－）は、アンケ－ト調
査で、その満足度等調査を行い、クラブの問題点等々を例
会で発表いたしました。会長と協議し、明確な指針の基で、
ＩＴ委員会の強化と組織を充実させる事が必要と考えた次
第です。重要なのは、このＩＴ委員会はＨＰ等ｗｅｂサイ
トを開設し、運営を行なう事が目的ではなく、ＩＴ技術を
駆使する事が重要なのではありません。ＣＬＰを実施運営
する上でクラブ内の情報基盤の整備と有効な運用を図る委
員会として考えていく事になります。多くのロ－タリアン
が参画し、協議し、ＲＣ活動のおける情報の管理運営に関

４．�執行する機関と監視する機能の存在
５．�社会性の維持の為には、周辺社会及び公への情報の
共有化と開示と透明性の確保
６．�法令遵守がありますが、制定された規則、運用細則等々
の遵守と確実な実行する　
組織の機能を尽くす事が求められている事にあります。
さて、ロ－タリ－クラブでは、こうした組織運営について
は英知が集められ、多くの検討が行われてきており組織の
機能的な運営を図る上で有効と思われるガイダンス等々が
示されております。更に、ＲＣの活性化と組織の有効的な
運営を図るために、ＲＩ推奨プランとして地区及びＲＣに
ＤＬＰ、ＣＬＰを示し、プランの活用の推進を図っており
ます。当地区においても推進を図ってきているところです。
ロ－タリ－クラブの従前の組織でも、単年度の運営管理が
おこなわれる形態であるが、継続性にも考慮した体系とな
っており、当該年度の会長、次年度のエレクト、ノミニ－
と人選も行われており、一人が永く関与し執行するという
事から起こる独裁的なもの、独善的なものが生まれ難い制
度であり、有効な組織運営形態でありました。
しかし、ＣＬＰの導入に伴い、中長期的なクラブ運営に関
する方針等を検討する組織、クラブ内の重要な方針事項を
諮問する組織、検証し、監査する組織等々組織内の相互チ
ェック機能をより有効とする必要が一方では出てきており
ます。
又、ＲＣ活動においても大量の情報が行き来する時代への
変遷と共に、組織においては、情報格差を少なくし、情報
の共有化を効率よく機能するインフラ整備が重要となって
おります。クラブにおいても、委員会活動の結果の報告や
様々な「集い」及び「活動」についての記録・資料、クラ
ブ情報、他クラブの活動報告及びＲＩ、ＲＣ情報等々の情
報が多量に発生している情報社会でもあり、こうした情報
の伝達と周知にはどのような方法が有効なのでしょうか？
例会での報告、会報での報告、Ｗｅｂサイトでの周知報告、
資料及び保管等は、クラブ事務局又は、熱心な会員等に多
くが委ねられている面があります。こうしたＲＣ活動に理
解があり、熱心な会員でも、経済の環境の変化等によって
は、毎年、継続した活動を重荷に感じる事になる面も顕れ、
年度によっては対応ができなくなっている年度もでてきま
す。
又、ＩＴ機器及び取扱において、多量に発生している大量
の情報の整理整頓及びこの情報の理解度によって、ＲＣ活
動についての情報格差が会員間に出るようになっている事
が昨今では指摘され始めております。
さて、ＲＣ活動では、情報の伝達交流はどの様に図られて
きているのでしょうか？例会での発表、会報による周知広
報とは別に、従来のアナログ的な伝統的手法である「ノミ
ニケ－ション？」による交流と情報交換等々が主流となっ
ているクラブが多くあるように思われます。ＲＣ活動の原
点は「集い」にあると考えますので、多くのクラブにとっ
ても情報交流及び友好の場として、「ノミニケ－ション？」
による交流も有効な方法となっていると思います。しかし、
ＲＣ活動の基盤情報について、こうした交流での相互のア
ナログ的な情報伝達の情報量で事が足るのでしょうか？
クラブには、多くの人材が在籍しておりますが、当該年度
の幹事及び執行部にとって、経験豊かなパスト会長、幹事
経験者及び委員長経験者等の組織内人材の活用と活性化及
び新入会員の参加意欲を引き出すためには、クラブの情報
交流に不可欠な情報基盤の充実が大切なところです。
会員によっては、ＲＣ活動に関しての情報不足から、理解
不足、無関心、不満もでてくる結果となりがちとなり、何
かのきっかけを伴ってクラブへの帰属性が乏しくなり退会



び記録等参加した会員のメモリアルにもなる画像等も多く
掲載してダウンロ－ドできるように考えております。デジ
タル処理をする上での費用等を考え、活動報告書のフォ－
マット、デジタルカメラでの記録、画像処理等々もありま
すが、先ずは、手書きでも、とにかく活動結果を報告し、
伝える事もその活動の一環であると認識し、例会等で、Ｉ
Ｔ委員会の活動報告等はPC－プロジェクタ－を使用した
形でおこないました。難しいことを行なう事ではなく、参
加意欲があればやってみよう！「楽しみもあると言う！」
とした事からはじまるＩＴ化でよいのではと思います。Ｉ
Ｔ委員会ではこうしたＩＴ化を技術の象徴とするのではな
く、誰にでも簡単に扱える「便利な道具」として個々の会
員が参加できる仕組みと環境を提供していく事を目標とし
ます。
2009-2010年滝沢年度でいろいろな施策等も一段落となり
ますが、願わくは、2010-2011年井田エレクト年度に続く
中で、検証し、進捗を図っていく事で確実に高崎北ＲＣの
ＩＴ化が有効に機能していくのではと考えます。
今後、ますます、携帯電話の普及もあり、こうした機能の
使用応用を考える事が出来ます。例えば、例会、会合への
出席、欠席の迅速な連絡と対応が簡易に行なえる事を目指
し、こうした運用で今まで無駄になっていた面を仕方ない
と捉えないで、分析し、個人の問題？誰が悪いとした議論
ではなく、改善する目標として、例会及び委員会の活動報
告で連絡し、無駄が省ける事になった金額をポイント化し、
委員会単位での意識向上及び事業推進の改善を進めた上で
図られた差額は運用益として評価し、再配分し委員会の活
動経費又は、まとめて重要な寄付行為として実施し、一年
間の評価を行ったらどうかと考えております。委員会活動
の充実を図っていく事でクラブへの参加意識と認識が上が
り、無駄をなくす事が肝要であり、クラブの必要な支出を
確保する事で、all concernedへの有益な活動となるのでは
と考えます。
特に、例会その他いろいろな会合等の集いにおける食事・
弁当等の無駄な排出は大きなロスであり、社会問題でもあ
ります。その処理には環境問題もありますが、一方では、
地球上で飢えに苦しむ人が大勢存在しその自立・支援等が
ＲＣの重要なテ－マでもあり、相反する行為となっている
事を認識し、「もったいない！！」を合言葉に是正を図る
ことが必要です。
　ＩＴ委員会が情報の速やかな伝達の基盤を構築する事に
より、運営が始まり、その評価検証でクラブ運営が有効に、
楽しく、会員の参画を得てなされる事を期待しております。
会員間の情報格差の是正と新しいコミニケ－ションと親睦
が更に深まり、委員会活動に関心が寄せられる事になり、
楽しんでいいただければ、ＣＬＰの活用が図れた事になる
のでと思います。当然財団等への寄付等についても、クラ
ブで工夫した活動と寄与が行われる事になるものと考えま
す。
何れにしても、IT委員会は、例会の充実と委員会活動への

する重要な支援基盤委員会と考えております。
四つのテストをＩＴ化に関連し、どの様な活動が、「利益
をもたらす、有益な事」であるかを考えたいと思います。
クラブに発生した情報「事実を」、会員へ迅速に情報格差
を生じたり、タイムラグを起したりしないように「平等に」、
「行為と友情を育む」楽しさあふれる掲示・掲載に努めた
いとした方針で活動を行ないたいと思いました。
先ず、クラブ会員への情報開示と在り方の検討を行い、伝
達の即時性とコスト、情報量と保存、管理機能等々に優位
性があるＩＴ化を促進する事とし、情報の整理と伝達機能
を重視したwebサイトの開設を図った次第です。CLPの考
えを基に、継続的な施策の必要性を訴え、基盤整備活動と
してＩＴ委員会の位置づけ、以後の予算措置を会長及び予
定者にお願いいたしました。
クラブにとって、おおきな費用負担になることを避け、順
を経て、ゆっくりと基盤整備を行なう事を心掛けました。
次の井上年度において、「北クラブに改革を！」とした会
長方針を掲げ、ＣＬＰの導入を図り、組織及びクラブ細則
等も改訂を行ないました。CICOとして、エレクト・ノミ
ニ－及び次の３年度の会長予定者にも図りながら、従来の
パソコンを一新し、機能アップを検討し、導入をいたしま
した。当クラブのIT委員会の基本的な運営についての端緒
に付いた時期であります。
2007-2008年稲川年度においては、前年度で示された「web
サイトの開設」をクラブ創立４０周年の記念事業に併せて
行い、ＩＴ委員会を３年委員会とする案も理事会で承認さ
れました。高崎北ＲＣに保管されている資料の再整備を行
い、ｗｅｂサイトの資料室内で掲示公開を図る事を進めて
おります。
又、多くのパスト会長が在籍していただいており、貴重な
資料及び写真等の画像が家庭に保存されているものと思い
ます。重田元ＲＩ理事及び藤井パスト会長、秋葉パスト会
長等々多くの経験豊かな会員宅には個人で保管管理されて
いるＲＣ関連の資料及び書簡等がありますが、チ－ムを作
って、整理する必要があります。こうした記録管理保管等
についても、関与していく方向性をこの委員会に求めまし
た。
こうした貴重な資料の中には、当RCだけのものではなく、
２８４０地区又は日本RC、ＲＩにとっての貴重な資料と
して評価されるものもあると考えます。
webサイトの資料室内で整理し、公開できる事がよいので
はと考えております。多くのロ－タリアンがアクセスでき
る事で大きな貢献もできるのではと思っております。
こうした活動は、継続を必要とする事業となると思います
が、単年度制でもあり、次の年度を主催する会長幹事が継
続する施策と認識を持っていただく事からとなります。い
ずれにしても、事業の継続継承については、ＲＣの単年度
制の問題でもあります。2008-2009年島津年度では「webサ
イトの活用」を図り、携帯サイトへの対応強化と会員がア
クセスする上での講習会等々実用面でも支援を行なってお
ります。例会で使用するプロジェクタ－等の購入計画も例
会での活用を願っての事であり、例会前に所定の通知事項
及び案内等の画像を入れた処理で流しておく、必要に応じ
てプリントアウトしていく事も新しい情報伝達の側面がで
てくるのではと考えます。Ｗｅｂサイトへの掲示も行なう
事も可能となりますので、例会に欠席した会員へ情報を伝
える事が可能となりました。
また、掲示板機能を新たに追加して情報配信だけでなく会
員参加型のコミュニティとしての活用を図っていきます。
管理資料では、クラブの運営執行状況及び理事会報告、各
種資料の掲示掲載、ＲＣ情報の掲載、委員会活動の報告及

【次回例会予告】

　　「今、注目のCREとは！」
・（株）アンカー社長　川口　貴志様

３月１５日㈪ 卓話
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