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２０１１・１１・２３ 

2011-2012 年度年度年度年度    ＲＩ第ＲＩ第ＲＩ第ＲＩ第 2510 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー                                    改訂２０１１・１１・２３ 

熊澤熊澤熊澤熊澤    隆樹隆樹隆樹隆樹    さまさまさまさま 

                                                                                                    地区クラブ奉仕委員会地区クラブ奉仕委員会地区クラブ奉仕委員会地区クラブ奉仕委員会 

本年度本年度本年度本年度    地区クラブ奉仕委員会への下問『第２５１０地区のクラブへＣＬＰの委員会モデ地区クラブ奉仕委員会への下問『第２５１０地区のクラブへＣＬＰの委員会モデ地区クラブ奉仕委員会への下問『第２５１０地区のクラブへＣＬＰの委員会モデ地区クラブ奉仕委員会への下問『第２５１０地区のクラブへＣＬＰの委員会モデ

ルを提示する』の件につき答申いたします。ルを提示する』の件につき答申いたします。ルを提示する』の件につき答申いたします。ルを提示する』の件につき答申いたします。 

 

答申内容答申内容答申内容答申内容 

要約要約要約要約 

１、１、１、１、ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点 

                                    ２、２、２、２、2510 地区クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成地区クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成地区クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成地区クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成 

                                    ３、３、３、３、2510 地区地区地区地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別のＣＬＰ実施クラブにみる規模別のＣＬＰ実施クラブにみる規模別のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会委員会委員会委員会構成構成構成構成と課題と課題と課題と課題 

                                    ４、ＣＬＰ推進を実現するモデル４、ＣＬＰ推進を実現するモデル４、ＣＬＰ推進を実現するモデル４、ＣＬＰ推進を実現するモデル(案案案案) 

 

 

 

要約 

１、１、１、１、ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点 

ＣＬＰ導入の要点は６点である 

１、効果的なクラブ運営のために組織を簡素化する 

２、その実施計画を立案し、長期にわたる場合は年次計画をもつ 

３、計画実現のために指導力の継続性をもたせる 

４、会員の増大を図り、研修参加状況を改善し、指導者を養成し、ロータリーの質を向上させる 

５、効果的なクラブの活動のため多岐にわたる奉仕活動を集約、｢奉仕プロジェクト｣に一括する 

６、ＲＩのプログラムへ積極的に参加し、財団を支援する 

２、２、２、２、2510 地区地区地区地区クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成クラブのＣＬＰの実施状況と委員会構成 

 ＲＩのＣＬＰ推進の方向に沿い、第２５１０地区ではすでに１０余のクラブが組織の 

再編と細則の修正を行っている。(←第２５１０地区でのクラブ組織の再編事例) 

３、３、３、３、2510 地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題 

これらのクラブの多くに見られる特徴は以下の 3 点である。 

１、再編時点での 5 大奉仕の取り扱いに苦慮がみられ、小委員会の形で 4 大奉仕が存続 

しており、『効果的なクラブ』の形態になっていない。 

２、会員増強の体制がみられるが、研修の体制はみられない 

３、再編に際してのクラブのビジョンの検討、目標設定、長期計画の立案の所轄が不明    

確である。 
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この状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下の 3 点に留意したモデルを提案する点に留意したモデルを提案する点に留意したモデルを提案する点に留意したモデルを提案する 

留意点留意点留意点留意点 

１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を 

        時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける 

２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である『職業『職業『職業『職業倫理倫理倫理倫理』』』』部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一     

        領域をして位置づける領域をして位置づける領域をして位置づける領域をして位置づける 

３，３，３，３，地区ではクラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、ＲＬＩ（ロータリー・地区ではクラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、ＲＬＩ（ロータリー・地区ではクラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、ＲＬＩ（ロータリー・地区ではクラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、ＲＬＩ（ロータリー・

リダーシップ研究会）をモデルにした新しい研修組織リダーシップ研究会）をモデルにした新しい研修組織リダーシップ研究会）をモデルにした新しい研修組織リダーシップ研究会）をモデルにした新しい研修組織研究会を発足する研究会を発足する研究会を発足する研究会を発足する     

 

クラブ理事会クラブ理事会クラブ理事会クラブ理事会 常任委員会 ＣＬＰ導入のポイント 小委員会を設置する場合

①『効果的なロータリー・クラブとなる』ためのクラブ運営目標を立案
する

②立案を実施する長期年次計画の設定する

③設定の年次目標を実施する

④実施の継続にむけて年度から年度への指導者の育成する

⑤クラブ細則を独自に修正する

⑥日本のロータリークラブの特徴である『職業倫理』を研究・研修を行
う

①クラブ管理運営を行う

例会プログラム
出席
クラブ会報
雑誌

②定期的な親睦を深める機会を設ける 親睦活動

①会員基盤を維持拡大する 会員勧誘・会員選考・職業分類

②包括的な研修を立案し実施する『クラブレベルの研修プラン』を作成
する

③定期的かつ首尾一貫した『クラブレベルの研修プラン』を提供する

クラブ広報クラブ広報クラブ広報クラブ広報 ①ロータリーに関する情報を対外的に提供する

②奉仕プロジェクトや活動を広報する計画の立案し実施する

①成果のある対外的な奉仕プロジェクトを実施する

『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた
プロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させる

②会員全員が活発に関与するプロジェクトとする

①ロータリー財団を支援する

②世界と係わる機会を持つ

③米山奨学を支援する

その他の特別委員会その他の特別委員会その他の特別委員会その他の特別委員会

クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会 ①会員の計画参加と活動情報の伝達のためのクラブ協議会を実施する

①クラブと地区とのコミュニケーションを確実化する

②クラブ・レベルを超えた指導者を育成する

・会長･直前会長
･会長エレクト･副会長
･理事･幹事･会計
･会場監督

ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会

会員候補者の教育
新会員のためのオリエンテーショ
ンと教育
会員の継続教育・退会防止

職業奉仕
社会奉仕・人間尊重・地域発展
世界社会奉仕・地球保全
共同奉仕・募金活動
ロータリーボランティア
新世代奉仕(青少年)

クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営
（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）

会員増強会員増強会員増強会員増強

奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト

地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ
ダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとる

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団

 

 

このモデルは中規模このモデルは中規模このモデルは中規模このモデルは中規模(会員２０～５０人会員２０～５０人会員２０～５０人会員２０～５０人)クラブを対象とし、小規模クラブを対象とし、小規模クラブを対象とし、小規模クラブを対象とし、小規模(会員２０以下会員２０以下会員２０以下会員２０以下)ではではではでは 

クラブ運営管理＋会員増強を『クラブ内委員会』、クラブ広報＋奉仕プロジェクトを『ククラブ運営管理＋会員増強を『クラブ内委員会』、クラブ広報＋奉仕プロジェクトを『ククラブ運営管理＋会員増強を『クラブ内委員会』、クラブ広報＋奉仕プロジェクトを『ククラブ運営管理＋会員増強を『クラブ内委員会』、クラブ広報＋奉仕プロジェクトを『ク

ラブ外委員会』に統合する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。ラブ外委員会』に統合する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。ラブ外委員会』に統合する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。ラブ外委員会』に統合する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。 
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本報告本報告本報告本報告 

 

１、１、１、１、ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点ＣＬＰ推進の要点 

ＣＬＰを導入にあたり、ＲＩはＣＬＰの推進の要点を以下のように要約している。 

 

ＣＬＰとはＣＬＰとはＣＬＰとはＣＬＰとは 抜粋 ①効果的なクラブ要素に取り組む長期目標の立案・・クラブ運営の簡素化

②長期目標を支える年次目標を設定

③年度から年度への指導力の継続性を保つ

④クラブ細則を独自に修正する

⑤定期的な親睦の機会の提供

⑥定期的かつ首尾一貫した研修を提供する
 

 

つぎに、その実施にあったての留意点を「１、効果的なクラブとなる４つの要素」、｢２

ＣＬＰの施行｣に要約している。(←ロータリー情報マニュアル２０１０) 

 

1111

2222 ＣＬＰの施行ＣＬＰの施行ＣＬＰの施行ＣＬＰの施行

効果的なクラブとなる四つの要素効果的なクラブとなる四つの要素効果的なクラブとなる四つの要素効果的なクラブとなる四つの要素

⑨包括的な研修を立案、実施。『クラブレベルの研修プランの作成』⑨包括的な研修を立案、実施。『クラブレベルの研修プランの作成』⑨包括的な研修を立案、実施。『クラブレベルの研修プランの作成』⑨包括的な研修を立案、実施。『クラブレベルの研修プランの作成』

①　会員基盤を維持拡大する

②　成果のある奉仕プロジェクトを実施する。
・・『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト』
・・『社会のニーズを取り上げたプロジェクトを取り上げ、成功させる』

③　ロータリー財団を支援する
・・世界と係わる機会を持つ

④　クラブ・レベルを超えた指導者を育成する

①効果的なクラブ要素に取り組む長期計画の立案①効果的なクラブ要素に取り組む長期計画の立案①効果的なクラブ要素に取り組む長期計画の立案①効果的なクラブ要素に取り組む長期計画の立案

②『活動指針』を使用して、長期計画と調和した年次目標を設定②『活動指針』を使用して、長期計画と調和した年次目標を設定②『活動指針』を使用して、長期計画と調和した年次目標を設定②『活動指針』を使用して、長期計画と調和した年次目標を設定

③会員の計画参加と活動情報の伝達のためクラブ協議会の実施③会員の計画参加と活動情報の伝達のためクラブ協議会の実施③会員の計画参加と活動情報の伝達のためクラブ協議会の実施③会員の計画参加と活動情報の伝達のためクラブ協議会の実施

④クラブと地区とのコミュニケーションの確実化④クラブと地区とのコミュニケーションの確実化④クラブと地区とのコミュニケーションの確実化④クラブと地区とのコミュニケーションの確実化

⑤指導者の育成と継続性⑤指導者の育成と継続性⑤指導者の育成と継続性⑤指導者の育成と継続性

⑥細則の修正、⑦⑧省略⑥細則の修正、⑦⑧省略⑥細則の修正、⑦⑧省略⑥細則の修正、⑦⑧省略

 

 

 

 

  以上のＣＬＰ導入の要点は６点である 

１．効果的なクラブ運営のために組織を簡素化する 

２、その実施計画を立案し、長期にわたる場合は年次計画をもつ 

３，計画実現のために指導力の継続性をもたせる 
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４，会員の増大を図り、研修参加状況を改善し、指導者を養成し、ロータリーの質を向上させる 

５，効果的なクラブの活動のため多岐にわたる奉仕活動を集約、｢奉仕プロジェクト｣に一括する 

６，ＲＩのプログラムへ積極的に参加し、財団を支援する 

  

 つぎに、クラブの組織の編制(委員会構成)については５常任委員会を推奨し、必要に  

応じて小委員会、特別委員会を設置するモデルを提示している 

 

クラブ理事会 常任委員会 小委員会

出席

クラブ奉仕

親睦活動

雑誌

例会プログラム

会員勧誘

退会防止

新会員のためのオリエンテーションと教育

会員の継続教育

職業分類

会員候補者の教育

ロータリー家族

学友

補助金

恒久基金

ロータリー世界平和フェローシップ

奨学金

年次寄付

研究グループ交換

ポリオプラス

社会奉仕

地域発展

協同奉仕

ロータリーボランティア

世界社会奉仕

人間尊重

地球保全

募金活動

職業奉仕

新世代奉仕(青少年)

特別委員会

クラブ会報

･会長
･直前会長
･会長エレクト
･副会長
･理事
･幹事
･会計
･会場監督

クラブ管理運営委員会

奉仕プロジェクト委員会

クラブ広報委員会

会員増強委員会

ロータリー財団委員会
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２２２２、、、、2510 地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題地区のＣＬＰ実施クラブにみる規模別委員会構成と課題 

 

ＲＩ２５１０地区　ＣＬＰ導入調査にみるクラブの組織

クラブ・フェース 常任委員会
小委員会を設ける場

合

小規模なクラブ理事会

社会奉仕

クラブ運営・
管理

社会奉仕・新世代奉仕（インターアクト・ローターアクト）

国際奉仕
世界社会奉仕・国際交流・国際青少年交換
ロータリー財団・米山奨学金

導入クラブより提出のクラブ活動計画より作成

プログラム・出席・広報・雑誌
会報・インターネット・親睦

奉仕プロ
ジェクト

クラブ管理委員会

会員委員会

具体的な職務内容

会員増強・会員選考・職業分類
ロータリー情報

職業奉仕
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クラブ・フェース 常任委員会
小委員会を設ける場

合

会員増強

ロータリー情報

社会奉仕

新世代奉仕

国際奉仕

ロータリー財団

米山奨学金

理事会中規模なクラブ

広報・Ｉ　Ｃ

ロータ
リー財団

クラブ運営
管理

プログラム

親睦活動

広報・インターネット

奉仕プロ
ジェクト

職業奉仕

世界社会奉仕・国際交流・国際青少年交換

インターアクト・ローターアクト

具体的な職務内容

会員増強

職業分類・会員選考

雑誌・会報

出席

クラブ広報

クラブ会報・雑誌

 

 

上記の小・中のクラブの事例のほかに、メンバー数 75 人の小樽南クラブの事例がある。
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これらのクラブの多くに見られる特徴は以下の 3 点である。 

１、再編時点での 5 大奉仕の取り扱いに苦慮がみられ、小委員会の形で 4 大奉仕が存続 

（クラブ奉仕を除く）しており、小委員会ごとに委員が配属されており、『効果的なクラブ』 

 の形態になっていない。 

２、会員増強の体制がみられるが、研修の体制はみられない 

３、再編に際してのクラブのビジョンの検討、目標設定、長期計画の立案の所轄が不明確 

である。 

 

以上は次の 3 点の理由による 

１、「ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案」の部分のモデルがＲＩより提示されていな

いこと 

２、従前の 4 大奉仕の『職業奉仕』の重要性を信条とする世代との方向調整がついていな

い、また各クラブの奉仕のプロジェクトが絞られていない等の理由による。 

３、クラブ研修プランについて、地区よりモデルが提示されていない 

 

 

 

この状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下のこの状況の解決のために以下の 3 点に留意したモ点に留意したモ点に留意したモ点に留意したモデルを提案するデルを提案するデルを提案するデルを提案する 

 

留意点留意点留意点留意点 

１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を１、｢ＣＬＰの目標達成へ至る長期計画の立案・実行｣を担当する『ＣＬＰ特別委員会』を 

        時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける時限委員会としてモデルに設ける 

２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である２、日本のロータリークラブの特色である『職業『職業『職業『職業倫理倫理倫理倫理』』』』部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一部門を『ＣＬＰ特別委員会』の一     

        領域をして位置づける領域をして位置づける領域をして位置づける領域をして位置づける 

３、３、３、３、地区では地区では地区では地区ではクラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、クラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、クラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、クラブレベルの研修体制を在来の研修体制を改変し、ＲＬＩ（ロータリー・ＲＬＩ（ロータリー・ＲＬＩ（ロータリー・ＲＬＩ（ロータリー・

リダーシップ研究会）リダーシップ研究会）リダーシップ研究会）リダーシップ研究会）をモデルにした新しい研修組織研究会ををモデルにした新しい研修組織研究会ををモデルにした新しい研修組織研究会ををモデルにした新しい研修組織研究会を発足発足発足発足するするするする 
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第２５１０地区第２５１０地区第２５１０地区第２５１０地区    推奨クラブ組織体制モデル推奨クラブ組織体制モデル推奨クラブ組織体制モデル推奨クラブ組織体制モデル 

 

このモデルは中規模このモデルは中規模このモデルは中規模このモデルは中規模(会員２０～５０人会員２０～５０人会員２０～５０人会員２０～５０人)クラブを対象としクラブを対象としクラブを対象としクラブを対象としていていていている。る。る。る。 

小規模小規模小規模小規模(会員２０以下会員２０以下会員２０以下会員２０以下)ではではではでは以下に統合する。以下に統合する。以下に統合する。以下に統合する。 

クラブ運営管理＋会員増強クラブ運営管理＋会員増強クラブ運営管理＋会員増強クラブ運営管理＋会員増強            →→→→『クラブ内委員会『クラブ内委員会『クラブ内委員会『クラブ内委員会』』』』    

クラブ広報＋奉仕プロジェクトクラブ広報＋奉仕プロジェクトクラブ広報＋奉仕プロジェクトクラブ広報＋奉仕プロジェクト    →→→→『『『『クラブ外委員会』クラブ外委員会』クラブ外委員会』クラブ外委員会』    

大規模のクラブでは小委員会を設置する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。大規模のクラブでは小委員会を設置する。 

 

クラブ理事会クラブ理事会クラブ理事会クラブ理事会 常任委員会 ＣＬＰ導入のポイント 小委員会を設置する場合

①『効果的なロータリー・クラブとなる』ためのクラブ運営目標を立案
する

②立案を実施する長期年次計画の設定する

③設定の年次目標を実施する

④実施の継続にむけて年度から年度への指導者の育成する

⑤クラブ細則を独自に修正する

⑥日本のロータリークラブの特徴である『職業倫理』を研究・研修を行
う

①クラブ管理運営を行う

例会プログラム
出席
クラブ会報
雑誌

②定期的な親睦を深める機会を設ける 親睦活動

①会員基盤を維持拡大する 会員勧誘・会員選考・職業分類

②包括的な研修を立案し実施する『クラブレベルの研修プラン』を作成
する

③定期的かつ首尾一貫した『クラブレベルの研修プラン』を提供する

クラブ広報クラブ広報クラブ広報クラブ広報 ①ロータリーに関する情報を対外的に提供する

②奉仕プロジェクトや活動を広報する計画の立案し実施する

①成果のある対外的な奉仕プロジェクトを実施する

『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた『眼に見える、成功する奉仕プロジェクト・社会のニーズを取り上げた
プロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させるプロジェクト』を取り上げ、成功させる

②会員全員が活発に関与するプロジェクトとする

①ロータリー財団を支援する

②世界と係わる機会を持つ

③米山奨学を支援する

その他の特別委員会その他の特別委員会その他の特別委員会その他の特別委員会

クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会 ①会員の計画参加と活動情報の伝達のためのクラブ協議会を実施する

①クラブと地区とのコミュニケーションを確実化する

②クラブ・レベルを超えた指導者を育成する

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団

・会長･直前会長
･会長エレクト･副会長
･理事･幹事･会計
･会場監督

ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会ＣＬＰ特別委員会

会員候補者の教育
新会員のためのオリエンテーショ
ンと教育
会員の継続教育・退会防止

職業奉仕
社会奉仕・人間尊重・地域発展
世界社会奉仕・地球保全
共同奉仕・募金活動
ロータリーボランティア
新世代奉仕(青少年)

クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営クラブ管理運営
（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）（クラブ幹事・会計が参加）

会員増強会員増強会員増強会員増強

奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト奉仕プロジェクト

地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ地区研修・ＲＬＩ（ロータリー・リ
ダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとるダーシップ研究会）との連携をとる

 

 

       


