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2014－15年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーに輝きを

■会長報告 合田　倫佳 会長
　寒い2月の月はじめとなっています。皆様体調のほ
どはいかがでしょうか。
　本日は第1例会ですので、恒例のお誕生日祝いで私
も先ほどお祝いの品をいただきました。毎年ですがな
んとも気恥ずかしい気もします。

　さて、先週メジャードナーに関してご報告をさせていただきました
が修正を入れることとなり、再度確認をロータリー財団に対して行
いました。
　その結果、田中弘会員、鈴木樹さん、その後2012年に讃岐会員、今年
度初めに奥ガバナーからご寄付を、そして先週のご報告の通り後藤
裕弘会員の合計5名よりいただいていることを確認しました。この場
をお借りしまして確認報告させていただきます。
　さて2月はロータリーでは国際理解月間です。来週13日には帯広市
内5ロータリークラブ、芽室、音更の7クラブ合同の例会で国際理解を
皆様で共有するプログラムも準備しています。
　現在、世界情勢は混とんとしていることをニュースから知ります。
近年ではアラブの春運動やヨーロッパでの経済危機、直近では
OPECの原油生産量維持を受けての石油価格の暴落、中東を中心と
したテロ活動、ウクライナ等で起きている内戦、など。
　我々ロータリアンとしての活動は如何に?と思ってしまうことも
度々です。簡単に人道支援とも言っていられない世の中にもなって
きて、NPOなどの活動は命を懸ける場合もある様にも思えます。
　その中で、ロータリーが如何に国際社会に対して奉仕していくか
を考える良い機会であると思います。今月が会員の皆様にとっても
じっくりと考えてみる機会となれば幸いです。
　また、本日は川田ガバナー補佐と3月に開催されますインターシテ
ィーミーティングIMの副実行委員長の越智さん、大友セクレタリー
がいらっしゃっています。後ほどご挨拶をいただきます。
　本日のプログラムは、出席委員会から「会員の出席率向上とメーキ
ャップについて」として佐藤会員より卓話をいただく予定となって
います。ご期待ください。
　以上で会長報告とさせていただきます。ありがとうございました。

■プログラム「会員の出席率向上とメーキャップについて」
 　出席委員会
・出席委員会　三浦　啓徹 委員長

　本日の例会プログラムを担当する出席委員会の三
浦です。
　本日の卓話は二部構成となっており、前半は出席及
びメーキャップについてご説明し、後半は佐藤幸宏会
員よりエピソードを交えた出席にまつわる卓話をし

ていただきます。
　まずは、出席委員会より出席の規定に関し、下記のとおりご説明い
たします。
１．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。
２．メーキャップについて

①例会の前後14日間に、他のロータリークラブまたは仮クラブの
例会に少なくとも60%出席する。

②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

■川田章博ガバナー補佐挨拶
 RI第2500地区第6分区　川田　章博 ガバナー補佐
　私がガバナー補佐になって半年が経ちました。
　実は皆さんご存じとは思いますが実行委員長の川
上哲平先生が1月にご逝去いたしまして、明日新しい
実行委員長が西クラブで選ばれることになっていま

す。大変お元気な方でお亡くなりになるとは思っていませんでした、
大変悲しい思いをいたしました。先生の分も今回のIMは一生懸命頑
張ろうと思っています。
　IMについて若干話させていただきます。IMつまりインターシティ
ーミーティングはロータリーのローカルも含めて課題を話し合いま
しょうというのがIMの持っている一つの側面です。もう一つは自分
のあるところを中心に周りのロータリアンの皆さんと一緒に交流し
て仲良くしましょうというのがもう一つの意味です。それからいうと
今まで行われているIMは地区大会とオーバーラッピングしているよ
うに思えます。そこで今回はその考えにちょっと近付けてIMにした
く思っています。一つの目的の議論の場というものは、基調講演と記
念講演を一緒にして一つの講演にさせていただきます。西クラブが
支援しているモンゴルからジャンジブ・ガルバトラッハさんをお招き
して、講演していただこうと思っています。かれは以前米山奨学金の
奨学生で今はモンゴルで新モンゴル高校の校長先生をしています。
いま大学の設立の準備もしています。この方を招いて一つのテーマ
は「米山奨学」としもう一つは「分区内交流」これは実行委員会にお願
いして、懇親会は自分のクラブだけで集まるのではなく他のクラブ
の皆さんと交流できるようなIMを実行してほしいというお願いをし
ました。現在西クラブではそのテーマにそって鋭意準備中です。いつ
もですと皆さんには登録だけはお願いしますと言うところですが、
今回は交流の場ですから一人でも多くIMにお越しいただきたいと思
っています。どうぞ3月14日よろしくお願いします。

■IM実行委員会 越智　孝佳 副実行委員長
　今回IMに際して川田ガバナー補佐から二つのテー
マを頂いて準備を進めてきました。一つは6分区内の
交流の促進、もう一つが「米山奨学」でこの二つを柱に
準備を進めています。
　先ず交流の促進はこの分区内の交流をさらに進め

てほしいという意味で、実行委員会の中で準備を進めています。出来
るだけ楽しく皆様に改めて相互理解をしていただければと思ってい
ます。と言いましても一気に皆様が交流を深めるわけにはいかない
かもしれません、一段でも交流が深まる企画を準備しています。また
講師はモンゴルからジャンジブ・ガルバトラッハ様もうお一人が米山
奨学会から前事務局長の坂下博康様をお招きします。基調講演・記念
講演は一つにまとめます。ジャンチルさんはモンゴルで日本式の学
校を経営している大変ユニークな学校で学校の表記名も日本語で書
かれている学校です。カリキュラムも日本の方式を採用しているよう
です。非常に優秀な学校で海外にも留学生を出していると聞いてい
ます。進学校として人気を高めているようで、大学も準備をしている
そうです。DVDを配布していますのでぜひ一度見てみてください。
また当日は是非ご来場していただき皆様にもお話と聞いて顔も見て
いただきたく思います。ジャンジブさんについては実は先ほども言い
ましたように米山留学生のOBです。山形北ロータリーがバックアッ
プして今の学校設立にあたっては、「柱一本の会」を設立しています。
その動きは全国に広がりまして、寄付を集めて」その学校を設立する
にあたって援助をしたという経過もあります。我々のクラブでも国際
奉仕について一考できる事業と思っていますのでそれも合わせてご
案内いたします。
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↑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。

社会共同隊、ロータリー親睦活動、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)、情報集会、寺子屋など本クラ
ブが認めた公式行事に出席する。

③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。

④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。

3.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。
　少々堅苦しくなりましたが、規定の説明は以上です。ホームクラブ
例会への出席が理想ですが、どうしても出席できない時はメーキャッ
プをしてください。経営は継続することが大命題ですが、ロータリー
活動も同じだと思います。いつも心の中に意識をもち、メーキャップと
いえども会員の皆様方の限られた時間を費やすことは、まぎれもなく
職業奉仕であると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
・佐藤　幸宏 会員

　入会して2回100%出席を達成しているので今日は
卓話をと言う事になったと思います。
　今は3回目にチャレンジ中です。
　メーキャップはその始まりまで遡る必要がありま
す。最初は入会したのなら出席する義務があるという

厳しい考えがありました。そのように大義のもとに立ちあがった人達
でしたが、1922年からはメーキャップでホームクラブでの欠席の補
てんができるようになりました。実際は会場でビジターフィーを払っ
てメーキャップをして他クラブ例会に出席する事になります。メーキ
ャップは日本の全国どこでも可能です。
　ロータリー eクラブは2011年から出来ましたが、この時点では10施
設でそのうち二つが日本でした。去年の7月には127にもなっていま
す。2500地区にもeクラブがありますが6番目のクラブです。2011年
に田中弘さんがロータリーの友で紹介しています。大阪のeクラブで
はいろいろなものを見てeクラブに30分以上いると修了証書がもら
えます。またメーキャップを払い100〜300字の感想文を書くと証明
がもらえるところもあります。そのeクラブでのメーキャップの為に
読む記事の中から面白い記事を持ってきました。
　「アフリカでは多くの子供や女性が水を頭にのせて生活のために
運んでいますが、南アフリカのロータリアンがヒッポウォーターロー
ラーと言うものを発明して現地
の方たちに使ってもらっていま
す。非常に便利で一つ143ドルで
濾過機とかレギュレータが10ド
ルで世界中の何処へでも届ける
事になっています。これを必要と
している人たちのためにスポン
サーになって175ドルを払えば、
届ける事になっています。」
　現在のメーキャップはこのよ
うに面白い話を多く楽しむ事が
出来て、昔の義務の時代とは大き
く様変わりしていると思います。
そう考えるとメーキャップのなかった創生期はロータリーの原理主
義の時代と私は考えています。1922年から2011年までは集団的互恵
主義の時代でどのクラブに行っても、お互いにメーキャップしましょ
うというもの。そして2011年からは積極的に参加して楽しむ時代に
変わってきていると思います。メーキャップはいろいろな方法で出
来ますので楽しみながらメーキャップをしていただきたいと思いま
す。

■会務報告 倉野　賢幹事
①帯広RC、2月11日（水）の例会は、祝日のため休会と致します。
②帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内
　日　時　2月13日（金）午後0時集合
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　講　師　石澤良昭氏（歴史学者（第13代上智大学学長））
　　　　　〜スケジュール予定〜
　　　　　・12:00　会　食　　・12:40　講　演
　　　　　・12:30　例　会　　・13:30　終　了
※尚、帯広東RC、2月10日（火）の繰下げ例会と致します。
　　　　　帯広西RC、2月12日（木）の繰下げ例会と致します。
　　　　　帯広南RC、2月16日（月）の繰上げ例会と致します。
　　　　　帯　広RC、2月18日（水）の繰上げ例会と致します。
③帯広RC、創立80周年記念式典開催のご案内（夜間例会）
　　日　時　3月11日（水）記念式典　午後5時
　　　　　　　　　　　 記念祝賀会　午後6時15分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広東RC、夜間例会開催のご案内
　　日　時　2月17日（火）午後6時30分
　　場　所　アパホテル帯広駅前
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内（創立記念例会）
　　日　時　2月19日（木）午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
⑥帯広北RC、夜間例会開催のご案内（創立記念例会）
　　日　時　2月20日（金）午後6時30分
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

■ゲスト紹介
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　川
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■ビジター紹介
RI第2500地区　米山記念奨学生　呉
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勳 様

■委員会報告
・出席報告
会員総数　89名　（内免除会員　6名）
出席者数　59名　（出席免除会員2名）
1月21日のメークアップを含む出席者数及び出席率
69名　82.1%

■1月本人誕生祝い
加藤　維利 会員
合田　倫佳 会員
西村　憲治 会員
神山恵美子 会員
大野　清徳 会員

■2月結婚記念日祝
廣田　　誠 会員　　河村　知明 会員　　西村　憲治 会員
池田　健太 会員　　小林　善之 会員

【お知らせ】2月のロータリーレートは$1=118円です。

■2月のプログラム予定
　2月11日(水)　「休　会」　※建国記念日
　2月13日(水)　「7RC合同例会」 国際奉仕委員会
　　　　　　　※2/18(水)の繰上げ例会
　2月25日(水)　「会員を増やすためには」 会員増強委員会
　　　　　　　大江　　徹 委員長
　　　　　　　 「健康診断」11:30~12:30（例会前）


