
ウェブサイトによるメークアップ方法は、次の3通りであるが、言
語を除けば、大差はない。

■会長報告 加藤　維利会長
先日の家族野遊会には大勢の皆さんの参加を頂きあ
りがとうございました。充分楽しんで頂けましたでし
ょうか。親睦活動委員会の合田委員長はじめ委員会の
メンバーの皆様には、大変ご苦労様でしたと同時にあ
りがとうございました。
さて、本日は出席委員会の担当例会です。ロータリ

アンの三大義務はご存知のことと思いますが、まず一つ目は「例会の
出席義務」、二つ目は「会費の納入」、三つ目が「ロータリー雑誌の講
読」となっています。その出席についてですが、当クラブの定款9条
の第1～5節、出席率については定款第12条の第4節に、細則の第11条
には出席義務規定の免除について掲載されています。例会の目的につ
いては先月の第3例会でお話しましたので、割愛しますが。
ロータリーライフの親睦の第一歩は、基本的には毎週欠かさず例会
に出席をする事だと言われています。定款第12条の4節のa)、b)には
１）ホームクラブに各半期に30%以上の出席をしなければならない。
２）メーキャップを含めて各半期に50%以上の出席をしなければなら
ない。
３）連続4回メーキャップもせずの欠席をしてはならない
この規約は会員の身分を保証する最低条件ですが、本来、綱領を実
践していく事とロータリー運動を進めていく先には、毎週欠かさず例
会に出席してくるロータリアンの後ろ姿が見えるのではないかと思い
ます。
連続4回休むと自動的に会員身分が失われると言う規定は1905年3月
23日の、ロータリーが創立されてたった3回目の例会で決められたと
言われています。昔のロータリーにおける出席は、友情の証でありま
した。ですから4回続けて休む人に友情を求める事は出来ないという
理由があったのではと考えられています。
メークアップ制度が出来たのは1922年でした、アメリカは広いため
基本的にはホームクラブ出席を意図していたものだと思います。
帯広RCが出来た当時もメーキャップに行くには札幌や旭川RCでし
た。1年後に釧路、2年後に北見RCが出来たとしても、現在と比べる
と途方もない事だったと思います。ちなみに、戦前の帯広RCの出席
率は戦争で解散するまでの間は、平均75%位だったそうです。
RCにはその地域を代表する会員が出席をしています。1人の会員が
休む事により、お互いの職業に関する情報が得られない事になります。
そういう意味では、例会の出席は権利であると同時に、極めて大切な
義務であると思います。私自身、義務として出席した事による仕事の
ロスを考えるより、出席した例会で得られるものの方が、自分や自分
の会社にとって如何に大きいものかを理解しています。
RCの例会は60％ルールを採用しています。例会時間1時間の60％は
36分ですので、この間例会に参加すれば出席とみなされます。仕事上
の特殊な事情がある時の救済方法ですので、活用はかまわないのです
が、例会の真の意義を考えるとき、またその担当をする委員会メンバ
ーの事前の打ち合わせや講師のご苦労を考えるとき、受ける側もいず
れは担当する例会があるのですから、残り24分の相手に対する配慮は

今年度の基本方針でも第2500地区第6分区（11RC)に
おける例会出席率Ｎｏ.１を目標に掲げておりました
が、当クラブの本年7月の出席率は帯広西クラブ
（93.2%）、帯広南クラブ（83.3%）に次ぐ第３位の79.6%
でした。何とかＡクラスには留まりましたが8・9月の

集計結果を考えると胃が痛い思いです。何とぞ、会員の皆様のご協力
をお願い申し上げます。
今回の例会を担当させていただきますが、ロータリーの友9月号の
縦書きの15頁に当クラブ田中パストガバナーによる「Ｅクラブ創立に
思う」と言う記事が掲載されております。また、14頁に日本Ｅクラブ
創設者・刀根荘兵衛さんの記事も掲載されていますので、一度ご拝読
下さい。
さて、これからご説明させていただきます方法により、いずれかを
選択をしていただき、会員皆様方は、出席率の向上を目指してくださ
い。ただし、毎週の例会に出席するのが基本であり、本日ご紹介する
のは、あくまでも補助的な手段であるとお考え下さい。
RC定款第9条第1節、一般規定には「各会員は本クラブの例会に出
席するべきものとし、欠席をメークアップしなければならない。」と
定められています。
また、ある例会に出席したものとみなされるには、クラブのウェブ
サイトに例会が掲載されてから１週間以内に会員がその例会に参加す
るか、または次のような方法で欠席をメークアップしなければならな
い。（一部省略させていただきます。）
ａ．例会の前後14日間
１．他のRCの例会の少なくとも60%に出席する事
２．ローターアクト・クラブ、ロータリー親睦活動の例会に出席す
る事
３．ロータリー地区大会・地区協議会、地区ガバナーの指示の下に
開催された地区委員会に出席する事
４．他クラブの例会に出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に
定例会場に赴いたとき、当該クラブが定例の時間または場所にお
いて例会を開いていなかった場合
(*)メークアップカードが提出され、出席委員会に届きます。

（一番多く行なわれています。）
５．理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱し
た地域社会の行事や会合に出席すること。
６．理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任させた奉仕
委員会の会合に出席すること。
７．クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけら
れた相互参加型の活動に参加すること。
本日、これから、高原会員よりＥクラブのメークアップ実践説明が
ありますので、皆様方さっそくチャレンジして下さい。
●Ｅクラブによるメークアップ 高原　淳会員

私は出席委員会に所属している訳ではないが、英語
のメークアップ申請を行っていることから、本日ウェ
ブサイトを通じたメークアップ方法のご紹介を仰せつ
かったという次第です。
ロータリーの理念に照らせば、当然ながらホームク
ラブへの出席が第一であるが、仕事の都合上出席でき

ない場合等には、ウェブサイトを通じたメークアップを活用できる。
ただし、メークアップをするだけでなく、世界のクラブを身近に感じ、
海外のロータリアンの活動を広く知るための手段ともなり得ることを
理解していただきたい。

■プログラム
「出席率100％の向上におけるメーキャップについて」

蔦井　秀則出席委員長
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8月24日例会　会員総数88名（内免除会員6名）

出席者数 51名

メークアップ13名

欠席者24名
（出免4名）
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8月31日例会　会員総数89名（内免除会員6名）

出席者数 58名

メークアップ8名

欠席者23名
（出免4名）
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寄付・手数料
例会日時
その他
アドレス

E-CLUB ONE
英語

寄付：0～30＄

http://www.rotaryeclubone.org

ロータリー　Eクラブ　サンライズ　オブ　ジャパン
日本語
30分以上
手数料：500円
火曜午前0時～翌週火曜午前0時

http://www.e-club-sunrise.jp/

日本ロータリーEクラブ2650
日本語
30分以上
手数料：500円
月曜午前12時～翌週月曜午前12時
300～1000字の範囲での意見投稿義務あり
http://rotaryeclub2650japan.org/



北野　宏明会員
本日の卓話を担当させて頂きます。よろしくお願いします。
田中　　弘会員
先日「Eクラブ」の件で“ロ－タリ－の友”への投稿、9月号に掲
載となりました。
後藤　裕弘会員
青少年育成者連絡協議会の役員を20年余り務めたことで、北海道社
会貢献賞を賜りました。この組織は当クラブの大先輩の故・笠井治男
様が提唱して結成された帯広独自の組織で、主に子供会のリーダーを
育成する事業を行っています。
奥原　　宏会員
ドコモショップを18年振りに移転・新築オープンすることができま
した。
中田　隆三会員
9月10日の十勝毎日新聞のスポーツ面に顔写真が出ました。
加藤　維利会長
9/4日の家族野遊会が無事終了しました。雨が降っている時もあり
ましたが、何とか天気が持ったので良かったです。ありがとうござい
ました。
和田　賢二会員
家族野遊会では妻と沢山イチゴを摘みまして、沢山の賞品やお土産
を頂き、大変楽しい1日でした。ありがとうございます。
後藤　伸二会員
家族野遊会にて、くったり温泉レイク・インをご利用頂きまして、
ありがとうございます。
小白　智志会員　2件
本日、出席委員会の担当例会です。社用により例会を欠席致します。
申し訳ございません。蔦井委員長をはじめ、皆さん宜しくお願い致し
ます。
9月4日例会・家族野遊会、クラブの皆さんは楽しんで頂けたでしょ
うか？親睦委員会の合田委員長はじめ委員会の皆さん大変お疲れ様で
した。会員皆さんのご協力もありまして無事終了致しました。心より
感謝致します。親睦委員会の皆さん、さあ、次はクリスマス例会です。
またまたお世話になります。宜しくお願いします。
田守　由宗会員
野遊会のパークゴルフで優勝しました。
倉野　　賢会員
野遊会のパークゴルフで入賞しました。
合田　倫佳会員
過日の野遊会へのご出席真にありがとうございました。
蔦井　秀則会員
本日の例会を担当させて頂きます。
小林　善之会員
先日の帯広RCゴルフコンペにおいて、ブービー賞で、中田隆三会
員よりゴルフバックを頂きました。
■お誕生祝い
高原　　淳会員

田中　 弘会員　北野　宏明会員　讃岐　武史会員　飛岡　 抗会員
■ご結婚祝い
眞鍋　智紀会員　　森　　武夫会員　　栂安　雅満会員
佐藤　幸宏会員　　酒井　啓司会員　　高見　英樹会員
野村　一仁会員　　工藤　大輔会員　　高原　　淳会員
■配偶者様ご誕生祝い
園尾　眞一会員　　奥　　周盛会員　　高見　英樹会員
■次週プログラム
9月21日（水）「第1回情報集会の内容発表」（ロータリー情報委員会）

必要なのではないでしょうか。
以上で会長報告とさせていただきます。
■会務報告 和田　賢二幹事
aRI第2500地区　地区大会開催のご案内
〈大会第1日目〉日時　平成23年9月30日（金）
・記念親善ゴルフ大会　8：24～　フォレスト旭川カントリークラブ
〈大会第２日目〉日時　平成23年10月1日（土）
・登録受付　　　　12：00～13：00 旭川市民文化ホール
・本 会 議　　　　13：00～15：40
・基調講演　　　　15：40～17：10
講師：2002-03年度元RI会長ビチャイ・ラタクル氏

・記念懇親会　　　18：00～19：30 旭川グランドホテル
〈大会第３日目〉日時　平成23年10月2日（日）
・本会議　　　　　9：00～11：30 旭川市民文化ホール

s・帯広南RC、9月19日（月）の例会は祝日のため休会と致します。
・帯広北RC、9月23日（金）の例会は祝日のため休会と致します。

d帯広南RC、夜間例会（帯広RAC合同例会）開催のご案内
日　時　9月26日（月）午後6時30分
場　所　北海道ホテル

f帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日　時　9月29日（木）午後6時30分
場　所　北海道ホテル

g帯広北RC、移動夜間例会開催のご案内
日　時　9月29日（木）午後6時30分
場　所　ジグザグ
※尚、9月30日（金）の繰上げ例会と致します。
■委員会報告
・米山記念奨学委員会 渡辺　喜代美委員長
米山功労者（マルチプル）

・出席報告 麻生　幸雄出席委員
9/ 4日例会の報告　会員総数89名　内免除会員6名　出席者数39名
9/14日例会の報告　会員総数89名　内免除会員6名　出席者数62名
8/24日例会の報告　メークアップを含む出席者数64名　出席率76.2％　
8/31日例会の報告　メークアップを含む出席者数66名　出席率77.6％
・ニコニコ献金 中島　一晃親睦活動副委員長、若月　誠委員
加藤　維利会長
先日のゴルフ同好会のコンペでまた優勝してしまいました。今年中
に3回目の優勝を目指して頑張ります。
中田　隆三会員
本年も素敵な朝顔（ヘブンブルー）の鉢植を頂きました。越冬を楽
しみに大事に育てます。
渡辺　喜代美会員
広島よりスティーブン・リーパー氏を迎え、十勝帯広YMCA創立50
周年記念講演会を開催させて頂きました。十勝市民の皆様のご支援
に感謝申し上げます。今後とも100周年に向かってご協力をお願いし
ます!!
園尾　眞一会員
先日、北海道マラソン（42.195km）を無事完走しました。暑い中で
したが、目標とした4時間以内でゴールし、生きて帰って来ました。
倉野　　賢会員　　飛岡　　抗会員　
新会員・五十嵐聖二さんをご紹介させていただきます。
五十嵐聖二会員
本日より入会させて頂きます。
山本昭一郎会員
本日の卓話を担当させて頂きます。よろしくお願いします。
麻生　幸雄会員
本日の卓話を担当させて頂きます。よろしくお願いします。

例 会 日／水曜日 12:30～13:30
例会会場／ホテル日航ノースランド帯広

TEL0155-24-1234

●創　　立／昭和10年3月15日　●認証番号／3820
●戦後再開／昭和25年12月19日
事務局／帯広市西3条南9丁目経済センタービル4F

TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発　　行／クラブ広報
●委 員 長／安岡美樹夫

高原　　淳・田守　由宗・北野　宏明
堀江　威光・辺見　京一

●ホームページアドレス／http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

奉仕の人「米山梅吉」
米山梅吉氏（1868－1946）は、幼少にして父と死別し、母の手一つで育
てられました。16歳の時、静岡から上京し、働きながら勉学に励みまし
た。20歳で米国へ渡り留学生活を送った後、文筆家を志して勝海舟に師
事しますが、友人の薦めで三井銀行に入社、その後、三井信託株式会社
を創立し取締役社長に就任しました。逸早く、その目的を"社会への貢献"
とするなど、今日でいうフィランソロ ピー（Philanthropy）の基盤を作
りました。晩年は、結核・癌研究の助成など多くの社会事業に奉仕しま
した。また、はる 夫人と共に私財を投じて小学校を創立しました。“何
事も人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りせよ”これは米
山梅吉氏の願いでもあり、ご自身の生涯そのものでした。

第9回
加藤　維利会長

第6回
奥原　　宏会員


