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■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　2015−16年度RI会長ノミニーに“ラビ”ラビンド
ラン氏が選出されました。“ラビ”ラビンドラン氏
は、スリランカ・コロンボRCの会員です。2014−
15年度のRI会長エレクトは、台湾・台北RCのゲイ
リー・ホアン氏。今年度のRI会長ロン・バートン氏

以降は、アジアから2人のリーダーが2年連続して活躍する事と
なります。このRI会長就任式の会場となるのが国際大会です
が、2014年はシドニー（オーストラリア）、翌年がサンパウロ（ブ
ラジル）、2016年はソウル（韓国）とすでに開催地が決定してい
ます。日本で開催されましたのは、1961年と1973年に東京、
2004年は大阪。千玄室氏を大会委員長に開催された大阪大会へ
は、帯広クラブからも多くの会員が参加され、記憶に新しい事
と思います。
　このような情報は、既にインターネット上で報じられていま
すので皆さまも十分に御存知の事と思いますが、今月26日から
新たなロータリーのウェブサイトが公開される事となりまし
た。世界中のロータリアンが利用するために、時間をかけて
色々な機能をもたせたそうですが、こればかりは実際に使って
みなければわかりません。どうぞ仕事の合間に、新たなウェブ
サイトをご利用いただきますようお願い申し上げます。
　8月12日、この週の帯広RC例会はお休みなので、少々のんび
り気分でメールをチェックしていましたら、2019年の国際大
会予定地として、南アフリカのダーバン開催を支援してくださ
いというメールが届いていました。気の早い事と思いました
が、大会開催地につきましては今年度10月のRI理事会にて決定
するとの事です。ロータリー事業は、早目の準備が大切なので
すね。それを受けてというわけではありませんが、今月の第1例
会では、当クラブの2014−15年度2500地区奥周盛ガバナーエ
レクトを支えるPETS・地区協セミナー実行委員長として後藤
裕弘会員に委嘱させていただきました。本日の例会では、実行
委員会各役職者のみなさまへ委嘱状を実行委員長よりお渡し
いただく予定でございます。色々お忙しいとは思いますが、ど
うぞ、皆さまお一人お一人のお力添えを賜り、2500地区のロー
タリー活動をささえる心豊かな会を運営いただきますようお
願い申し上げます。

■プログラム「メーキャップって意外と簡単」	 出席委員会
後藤　裕弘	会員

　RCは出席に始まり出席に終わるとまで言われて
おります。何故それほど出席にこだわるのかを知
るためには先ず、RCがどのように設立されたかを
考えて見ます。
　1891年アイオワ大学の法学部を卒業したポー

ル・ハリスは、その後の5年間、アメリカ、イギリスを始めヨーロ
ッパの中の殆どの国を廻り各地で、新聞記者・学校教師・事務員
そして大理石のセールスマンなどの体験生活を終わらせまし
た。
　1896年その体験生活の中に1週間ほど滞在して気に入ってい
たシカゴで法律事務所を開業しました。
　親戚も無く、友人もいない町でした。ある日、同僚の弁護士か
ら食事に誘われ、帰りに二人で散歩をしているときに、彼が多
くの商店主等と友人関係であることに気づきました。
　私もこの人たちと知り合い、友情と親睦を促進し、お互いが
助け合う社交クラブを作りたいと思いました。このことが、後
の1905年、RCを設立したきっかけとなったのです。

　RCには多くのプログラムがあり哲学がありますが、最も基
本となることは、この「友情と親睦を促進しお互いが助け合う
社交クラブ」と云う事だと私は考えています。
　歴代出席委員会の方々は「メーキャップをお願いします」「こ
うすればメーキャップできます」ばかり言っておられるように
思われます。
　勿論、主張や仕事上その他の事情でホームクラブに出席でき
ない場合もあります。しかし、意識の持ちようによってはかな
りホームクラブ出席は可能であろうと思います。また、できる
かぎりカードメーキャップではなく、他クラブの例会に出席す
ることも良い勉強になります。
　私が入会した頃居られた先輩の郷清吉様は当時4クラブを毎
日の昼食として廻っておられたと伺っております。
　最近は私も人並みに忙しくなって実行できておりませんが、
以前は30分前の出席が当たり前のように皆様出席しておりま
した。今は田守会員がお一人で頑張っておられますが、親睦委
員会の特に新入会員は30分前に整列し、「いらっしゃい」「こん
にちは」と挨拶して顔と名前を早く覚えて頂くようにしていま
した。
　また、SAAも二ヶ月に一度の席替えをしっかり行っていた
と思います。それらのことも出席率には影響があるように思え
ます。
　「友情と親睦を促進しお互いが助け合う」ことに最も必要な
ことは顔をみて、話をし、お互いを良く知り協力するネットワ
ークを作ることだと思います。

太田　隆博	会員
　本日の例会は二部構成となっており、前半に出
席及びメーキャップについて説明します。後半は
後藤裕弘会員による出席にまつわる卓話をしてい
ただきます。
　今年度、出席委員会では例会の出席率のアップ

を目指して活動していきたいと思っています。
　出席率を上げるにはどうしたらよいでしょうか。ベテラン会
員には今一度、出席及びメーキャップの徹底をお願いするほか
ありません。あとは新入会員にメーキャップを正しく理解して
いただき、もし欠席した場合には必ずメーキャップするものと
習慣づけていただくことにより、徐々にですが帯広ロータリー
クラブの出席率の向上ができるのではないかと考えました。
　現在、帯広クラブでは総会員数90名、出席免除会員が5名とな
っています。一人の会員が出席することにより1.18%のアップ
になります。また、メーキャップをしないで欠席されますと同
じく1.18%のダウンになってしまいます。
　昨年の当クラブの一年間の出席率は82%、昨年の7月は84%で
す。本年の7月は87.3%となりました。何とか対前年以上の出席
率を続けたいものです。
・出席の一般規定
　各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会員
が、ある例会に出席したものとみなされるには、その例会時間
の少なくとも60%に出席するか、または、会合出席中に不意に
その場を去らなければならなくなった場合その後その行為が
妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、また
は、次の方法で欠席をメーキャップしなければならない。
・メーキャップについて
　例会の前後14日間
　　他のロータリークラブまたは仮クラブの例会に少なくと
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も60%に出席する。
　　ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー

地域社会共同隊、ロータリー親睦活動に出席
　　RI国際大会、ロータリー地区大会、地区委員会、都市連合会
（IM）に出席

　　他の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

　　理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトまたはクラブがスポ
ンサーした地域社会の行事や会合に出席する

　　理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉
仕委員会の会合に出席する

　　クラブのウエブサイトを通じて、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

・欠席による会員身分の終結
　1 ホームクラブに半期30%以上出席
　2 メーキャップを含めて半期50%以上出席
　3 連続4回欠席してはならない
　会員が規定通り出席できない場合、その会員の身分は、理事会
が正当かつ十分な理由があると認めない限り、終結することが
ある。
　先日の渡辺会長から、他の地区で会員が増加している地区は
出席率も高いというお話がありました。会員増と出席率の関係
を私なりに考えてみました。それは例会に出席することによっ
て会員相互の親睦や所属するクラブに愛着を持つようになり、
自分のクラブに信頼のできる新しい仲間を入会させたいと思う
ようになるのかもしれません。
　ホーム例会に出席することが理想ですが、どうしてもが出席
できない時はメーキャップをしてください。どうぞよろしくお
願いします。

■2014−15年度RI2500地区PETS地区協議会委嘱状贈呈式

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①RI第2500地区大会開催のご案内（詳細は別紙ご参照下さい）
　日　時　平成25年10月11日（金）〜10月13日（日）
　場　所　釧路市観光国際交流センター　他
　〈大会第1日目〉 ・記念親睦ゴルフ大会  8：00〜13：30
　　　10/11 ・　 〃 　パークゴルフ大会 13：00〜15：00
 ・RI会長代理・会長・幹事懇談会 16：30〜
　〈大会第2日目〉 ・登録受付  9：00〜
　　　10/12 ・本会議（午前の部） 10：00〜12：00
 ・本会議（午後の部） 13：30〜15：30
 ・基調講演 15：45〜17：15
 ・大会記念大懇親会 18：00〜19：30
　〈大会第3日目〉 ・登録受付  8：30〜
　　　10/13 ・特別記念講演  9：00〜10：30
 ・本会議 10：45〜11：45
　※大会登録料　13,000円（拠出金を含む）
　　ゴルフ大会　 5,000円　　パークゴルフ大会　2,000円
②帯広RC、ガバナー公式訪問第4回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　8月28日（水）午前11時〜午後0時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　出席義務者　理事・役員・委員長・3年未満会員
　※活動計画書をご持参下さい。
③帯広RC、ガバナー公式訪問例会開催のご案内
　日　時　8月28日（水）午後0時30分

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※当日記念写真をお撮りしますので、午後0時15分までに3F
　　写真室前にお集まり下さい。
④帯広RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月8日（日）午前8時40分（ノースランド東側集合）
　場　所　まきばの家（池田町清見144　℡015-572-6000）
　※尚、9月11日（水）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内（家族野遊会）
　日　時　8月24日（土）午後6時
　場　所　帯広競馬場
　※尚、8月20日（火）の繰下げ例会と致します。
⑥帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内（家族野遊会）
　日　時　8月24日（土）午後6時
　場　所　十勝川河川敷（道新花火大会会場）
　※尚、8月23日（金）の繰下げ例会と致します。
⑦帯広西RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　8月28日（水）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
　※尚、8月29日（木）の繰上げ例会と致します。
⑧帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　8月25日（日）午後2時
　場　所　帯広後楽園球場
　内　容　第18回チャリティーソフトボール大会（四役）

■委員会報告　　　　　　　　　　　　	各委員会
・ニコニコ献金　　　　　　　	藤森　裕康	委員長
後藤　裕弘 会員
　PETS地区協議会の実行委員長をお受け致しま
した。ご協力よろしくお願い致します。
後藤　裕弘 会員
　本日のプログラムで卓話をさせていただきます。
曽我　彰夫 会員
　来年のRC2500地区大会の実行委員長に指名されました。皆
様のご協力をよろしくお願いします。
太田　隆博 会員
　本日例会を担当させていただきます。よろしくお願いします。
小林　一夫 会員
　夏休みと合わせてリフレッシュ休暇をとらせて頂いたため、
大切な例会を二回続けて欠席し申し訳ありませんでした。おか
げ様で十分リフレッシュすることができました。

・出席報告　　　　　　　　　　		麻生　幸雄	会員
⑴8月21日例会の報告
　会員総数　90名（内免除会員5名）
　出席者数　57名（内免除会員1名）
⑵7月31日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率
　72名　85.7%
⑶7月の平均出席率　87.3%

■配偶者様お誕生記念日祝
　田中　　弘 会員　　中森　　保 会員　　中島　一晃 会員

■マルチプルポールハリスフェロー表彰
　1回目　増田　正二 会員

■次週のプログラム
8月28日（水）「第4回クラブ協議会（ガバナー公式訪問）」11：00〜
　　　　　  「ガバナー公式訪問例会」12：30〜 理　事　会

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 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・西田　康孝・伊藤　誠吾・髙橋　猛文
●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。


