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■会長報告 佐藤　真康 会長
　オリンピックが始まり、メディアはスポーツの
情報で溢れています。一昨日、イチロー選手が大リ
ーグで3000本安打を達成しました。チームメート
や観客の祝福を受け、ベンチで涙を流している映

像を見て、私自身もこみ上げるものがありました。いろいろな
思いがあったのだと思います。
　さて、オリンピックですが、日本人が活躍し、競技も盛り上が
っています。名前も知らなかった選手がメダルを獲ったりし
て、4年後の東京オリンピックにつながる若い選手が出てくる
のはうれしいですね。多くのアスリートは、オリンピックを目
指します。それはオリンピックがとてつもないブランド力を持
っているからだと思いますが、一方で必ずしも世界最高のアス
リートを決める大会ではないという要素も持ちます。私が感じ
るのは、オリンピックは競技を楽しむだけでなく、「平和の祭
典」であるということです。ちょっときれいごとに聞こえるか
もしれませんが、半世紀オリンピックを見てきて、そう強く感
じます。
　オリンピックが平和の祭典であるなら、平和に貢献する組織
ってなんでしょうか。国連やユネスコなど多々ありますが、私
は平和に貢献する世界最大のNPOでありNGOはロータリーだ
と思っています。ロータリー財団のポリオをはじめとする事業
にはすばらしいものがあります。さらに、ロータリーでは「ロー
タリー平和フェローシップ」というものを展開しています。こ
れは、大学にあるロータリー平和センターで、平和と紛争解決・
予防の分野の修士号取得をめざす人のための奨学金制度で、世
界中から毎年100人ほどが選抜されます。日本では、国際基督教
大学がロータリー平和センターも持っています。これまで卒業
生が、各国政府や、国連・世界銀行などの国際機関、国際司法裁
判所などに就職し、平和構築の第一線で活躍しています。
　オリンピックとロータリー、どちらも「平和」がキーワードだ
といえると思います。

■プログラム　「会員増強について」 会員増強委員会
・酒井　敬司 会員

　会員増強委員会担当理事の酒井です。本日のプ
ログラムは「会員増強について考える」という事
で、渡辺委員長は不在ですが、私が2004〜05年にか
けて会員増強委員会委員長を務めた当時のことを

振り返って話すようにと、委員長より依頼を受けております。
そのあと、合田倫佳前会長より最近の帯広市内5クラブの会員
増減状況、職業分類から分析した会員分布状態などについて説
明していただき会員増強について理解を深めていただこうと
思います。
　それでは当時のことを思い出しながら話してみたいと思い
ます。私が委員長を受けたときは入会5年目で不勉強な私は正
直ロータリー活動についてまだ十分理解できていない頃でし
た、また委員会に割り当てられたメンバーはたった4名です。4
人でどのように勧誘活動をして行くか、かなりプレッシャーを
感じながらというか途方に暮れてのスタートでした。

　当時のクラブ状況ですが、翌年に創立70周年という大きなイ
ベントが控えており、いろんな委員会が並行して立ち上がり大
変忙しい時期でした。会員数も101名で若い会員が多かった様
に記憶しております、多分帯広RC始まって以来一番勢いがあ
った時期を迎えようとしていた頃だったと思います。そのよう
な状況下での会員増強ですからある意味、結果を出しやすかっ
たのかもしれません。
　当時会長である合田修会長は鼻から会員増強活動を委員会
だけでやろうとは考えてはいなかったようで委員会メンバー
が4人と少なかったのも納得のいくところです。
　新年度が始まるや否や合田会長の声掛けで会員増強に特化
したチームを立ち上げました。主に青年会議所経験者が中心で
すが、フットワークの軽い若手の会員10数名に集まってもらい
頻繁に会合を持ちました。集まってもらうというよりみな顔見
知りのメンバーですから半ば強制的で有無も言わせず集めた
と云った方が当たっているかもしれません。またこんな話は不
謹慎と云われるかもしれませんが当時合田会長・加藤幹事のお
宅でよくバーベキューパーティをやりました。飲みながら話す
ことといえば会員増強の事ばかり、飲んだ勢いと申しますか、
その場での盛り上がりは会員増強のモチベーション維持には
大きく貢献したと思います。
　実際の活動内容は毎年行われている事と何ら変わりありま
せん。各会員に候補者を推薦してもらう、リストアップされた
候補者にアプローチする担当者を決め何度も何度も足を運ん
でもらいました。職業分類で未充填職種の候補者、女性会員の
候補者には特に力を入れたつもりです。活動内容は例年と変わ
りないですが実際に動いたメンバーの数と会員増強に対する
熱意というか意気込みは手前味噌ですが例年を圧倒していた
と思います。
　お陰様で5％の会員増強を目標に101名でスタートしたので
すが、上期に8名、下期に12名、合計20名の新会員を獲得、退会者
も7名出ましたが最終目標を大きく上回る114名で年度末を迎
えることができました。
　勧誘活動を進めていく中で、必ず「そんなにむやみに会員増
やしてどうする？会員の質が下がるのでは？」会員の量か質か
という議論が必ず出てきます。しかし、そこは欲張って量も質
も求めるべきと思います。会員増強がいかにクラブの発展、活
性化に寄与するかには議論の余地はないと思います。101名か
ら114名に増えた当時の帯広RCは明らかに活性化しました。会
員増強は委員会任せではなく、会全体で取り組むべき事業。簡
単でいい方法なんてありません、いかに、全会員に会員獲得へ
高いモチベーションを持ってもらい、動いていただくか、成功
のカギはこの1点にあるように思います。

・合田　倫佳 会員
　私からは、職業分類に関する情報と我がクラブ
の置かれている現状、ならびに今後の会員増強の
方向性につきましてお話をさせていただき、最後
に皆様にお願いを申し上げます。

　まず初めに、ロータリーで職業分類についておさらいしてみ
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たいと思います。ご存知のとおりロータリーの根底は職業奉仕
であり、それを支えるのが職業分類です。現在では職業分類によ
る入会の制限はほぼなくなり、無職であってもロータリーに入
会できるようになりました。しかし、RI第2680地区パストガバ
ナーである田中毅氏が自地域のために作成された1997年度版
職業分類一覧表の冒頭ではこんなことを記載されています。

「ロータリー運動を未来に向けて正しく継承していくために欠
かせないことは、一人一業種の職業分類と毎週一回の例会開催
を堅持していくことです。そしてその一人一業種の職業分類を
守っていく上で基礎となるのが職業分類表です。」
　今年度の会員増強委員会では既にご覧になっている会員の皆
様も多いと思いますが、年度計画書内に職業分類表を掲載しま
した。最近の当クラブの慣例では、活動報告のページに未充填の
職業が記載されているケースが多かったように思います。現在
では当クラブから職業分類委員会の名前がなくなりましたが、
10年前ほどには職業分類委員会が存在し、職業分類表のメンテ
ナンスと新入会員の職業の当クラブへの入会の妥当性を確認し
ていました。現在の会員増強委員会が職業分類のタスクも受け
持っています。
　しかし、この職業分類表ですが、これが正しいわけではありま
せん。先にお話させていただいた田中毅PDGの記述によります
と、「従来は国際ロータリーが大分類、中分類、小分類からなる標
準職業分類表を制定して、各クラブはそれに従って職業分類を
貸与していたのですが、1963年の「職業分類の概要」発行を最
後に、標準職業分類表の発行を含めた一切の作業を中止したま
まで現在に至っております。」ということです。Webで「ロータ
リー　職業分類」で検索しますと2680地区の1997版と第2600地
区の職業分類一覧表が上位に出てきます。クラブで作られた分
類表も出てきます。帯広RCも今回の活動計画書に年度スタート
時の分類表を載せましたが、活動報告の時には見直しをした分
類表を載せ、次年度以降の委員会活動に利用していただきたい
と思っています。
　今回、この帯広の地域に特徴的な職業構成を見つけるため、未
充填分野を探すために、皆さんお持ちの会員手帳から市内5ク
ラブのロータリアンの職業を抽出し、さらに入会年次でまとめ
てみました。ここにその結果を示します。農業大国十勝の中心都
市としては農業関係者が非常に少ないことがわかりました。繁
忙期では例会も満足に出られないためかもしれませんが、少し
残念な結果です。また、入会に関してのお誘いは何がきっかけで
あったのかを探ってきました。青年会議所や商工会議所青年部、
中小企業同友会などの人脈から入会された方も多いと思いま
す。帯広RCにもその傾向が見られます。また、出先機関の方々が
多いのも帯広RCの特徴です。また、各種団体等の関係が薄く見
えるクラブもあり、そのクラブでは多くの職業上の人脈を積極
的に利用されているようです。「知っている人に声がけを積極的
にする。」とおっしゃっていました。また、帯広RCのメンバー構
成の特徴として、「全員の会社が帯広市内にある。」という当たり
前の事実ではありますが、他の4つのクラブでは見られない特
徴がありました。幕別にはロータリークラブはありません。中札
内町や更別も同様です。エリアの考え方で議論はあろうかと思
いますが、もしご入会の意思がある方がいらっしゃるならば、お
声がけするのも一案ではないでしょうか。
　最後にお願いをさせていただきます。皆様のテーブルに配布
させていただいていますが、今年度も会員候補のお名前をいた
だけたらと、用紙を準備させていただきました。過去に何度も会
員増強委員会から依頼をさせていただいていますが、1年限り
の活動になっています。今年度はデータベース化を考え、次年度

以降につながる活動としたいと考えています。ぜひとも「この方
は」と思われる方のお名前をご記載いただき、当委員会が協力さ
せていただき、新会員の獲得を目指したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
　今年度佐藤会長は会員数の目標を100名に設定されていま
す。よろしくお願いいたします。

■会務報告 工藤　大輔 幹事
①2016−17年度地区大会開催のご案内
　10月21日（金）〜22日（土）2日間
　第1日目（10/21）
　　記念親睦ゴルフ大会　8：30〜　北見カントリークラブ
　第2日目（10/22）
　　受付登録　　　　　　8：30〜　北見市民会館
　　本会議　　　　　　　9：00〜18：00
　　　　　　　（昼　食　12：00〜13：00）
　　大会記念大懇親会　 18：30〜20：00
 ホテルベルクラシック北見
②帯広RC、8月17日（水）の例会は、休会と致します。
　帯広RC、8月31日（水）の例会は、休会と致します。
③帯広西RC、8月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広北RC、8月12日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、8月15日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、8月16日（火）の例会は、休会と致します。
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　8月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広北RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月27日（土）午後5時
　場　所　道新花火大会会場（十勝川河川敷）
　※尚、8月26日（金）の繰下げ例会と致します。
⑥帯広東RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　8月28日（日）午前10時
　場　所　新嵐山スカイパーク
　※尚、8月30日（火）の繰上げ例会と致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■委員会報告
・出席報告
8月11日例会の報告 会員総数94名　うち免除会員4名　出席者数57名
7月27日例会の報告 メークアップを含む出席者数74名　出席率81.3％
・ニコニコ献金 親睦活動委員会
酒井　敬司 会員
　本日のプログラム、会員増強委員会が担当させて頂きます。
合田　倫佳 会員
　例会を担当させていただきます。代理ニコニコです。委員長は
出張です。
藤森　裕康 会員
　来年度、JC OB会長に拝命を受けました。微力ながら頑張っ
ていく所存です。
髙道　　伸 会員
　「レジデンス認証」（国土強靭化貢献団体の認証）を北海道で唯
一受賞いたしました。今後とも「BCP」にバージョンアップいた
します。
■本人お誕生祝い
池田　健太 会員　
■配偶者様お誕生祝い
森　　武夫 会員　


