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■会長報告 佐藤　真康 会長
　台風10号から半月が過ぎました。被災地で
は、まだまだ復旧は途上ですが、少しずつ日常
生活が戻ってきています。先日皆さまから集ま
りました義援金につきましては、まず足寄クラ

ブに渡す予定となっています。被害の大きかった清水と芽
室のクラブに関しましては、市内5クラブと音更クラブが共
同して募金し、お渡しすることになっております。
　9月のロータリーは「基本的教育と識字率の向上月間」で
す。識字率向上は歴代のRI会長が奉仕活動の第一強調事項
として提唱してきて、ポリオ・プラスの後にくる最重要課題
と考えられています。ただ、日本では識字率向上がロータリ
アンの強い関心を惹くには至っていないのが実情です。そ
れは日本の識字率が、数百年に亘って世界一を誇るといわ
れてきたからかもしれません。江戸時代、武士はほぼ 100%
読み書きができ、庶民層でも男子で約半分は読み書きがで
きたと言われています。
　しかし世界では、現在成人の 5 人に 1 人にあたる 8億人
近くの人々が読み書きできないと言われており、その 3 分
の 2 は女性です。読み書きができないと、どのような問題が
あるのでしょうか。職業に就けず、貧困を生み、貧困は子ど
もの教育の機会を奪って、非識字と貧困は悪循環を繰り返
し、益々、南北の経済的、文化的格差を増大する結果となり
ます。
　また、中等教育を受けていない途上国の女性は、平均7人
の子どもを生みます。しかし、途上国でも教育が普及してい
る地域では、子どもの数は2人以下です。少女の教育こそ途
上国の人口爆発に対する最も有効な手段といえます。さら
に、非識字の人たちは、現在世界が直面する問題について極
めて無関心であるといわれます。彼らには環境問題を考え
る教育が必要なのですが、識字の壁がそれを妨げているの
です。ロータリーの重要課題である「識字率の向上」をこの
機会に、考えることが大切だと思います。

■プログラム「出席にまつわる会員卓話」 出席委員会
「なぜ、合田は出席委員会に思いが強いか？」
合田　倫佳 会員
　及川出席委員長に本日の話の機会をいただいて、私はそ
のように見えるのかと、思いました。確かに私は、少しだけ
出席委員会に思いが少し深いかも知れません。
　それは今をさかのぼる事、4年前。その時も、出席委員会
の委員長は及川委員長でした。ある例会時に1人で出席確認
をしている及川委員長が目に入りました。その時から、「な
ぜ出席委員会はいつも苦労している（ように見える）のだろ

う」と、感じるようになり、例会時には出席委員会の行動を
見るようになりました。その後、昨年度は期せずして、クラ
ブ役員である直前会長の身でありながら、出席委員会に配
属になりました。そうして、体感しました。なんと前向きな
委員会なのだろうと。村松委員長、太田副委員長を始め、日
浅、森下、田守、山本の各委員が異常に一生懸命なのです。そ
して有用なアイディアを出してくださいました。それもお
金のかからないアイディアなのです。そうして、前々年度ま
でのノウハウをいただきつつ、新たな業（わざ）を委員会活
動に役立てました。実に楽しい委員会でした。
　さて、ここから出席に対する啓蒙を少しばかりお話しさ
せていただきます。ここにお見
せするのは、皆さんご承知のメ
ーキャップカードです。これは
私が実際にカードに記入して、
出席委員会に保存されているも
のです。
　こんなメーキャップカードも
あります。左側はローターアク
トクラブのメーキャップカー
ド、右側はRI第2500地区の研修
会のメーキャップカードです。

　さらにこのカードには、お邪
魔したクラブの幹事サインが入
っています。ガバナー補佐のサ
ポートで実際の例会に出席され
たものと推定します。

　では、このカードはいかがで
しょう？実はこれは、メーキャ
ップとして不適切です。
　どこがだめなのでしょうか。
お分かりですか？
　答えは、自分のクラブのメー
キャップカードを使用しているからです。休会、移動例会で
あっても認められません。是非とも覚えていただきたい事
柄です。ではどんな時に自分のクラブのメーキャップが認
められるのでしょう。基準は、ホームクラブ例会の定例欠席
のときの前後14日以内のメーキャップです。
１.  情報集会の出席（年2回程度）
２.  クラブ協議会の出席（年6回）
３.  理事会の出席（役員・理事のみ）（年12回以上）
４.  その他、理事会で認められた会全体の打合せなど

0 94
（名）

出席者数 64名

メークアップ 15名

欠席者15名出席
報告

8月24日例会　会員総数94名（内免除会員4名）
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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。

　オリエンテーション・寺子屋（年に数度）なども認められ
る場合があります。
　他クラブ出席等で認められるメーキャップはどうでしょ
うか。
１.  他クラブへの出席　（eクラブを含む）
２.  他クラブ移動例会時の「通常例会」会場への訪問
３.  地区大会の出席（2日の場合、2日分）
４.  インターシティミーティングIMの出席
５.  ローターアクト例会の出席
６.  RI関連（2500地区活動など）の出席
７.  その他、理事会が承認したイベントへの参加など
　なぜ、出席率なのでしょうか。出席はロータリアンの義務
であることはご存知だと思いますが、復習してみましょう。
ロータリーには、ロータリアンの3大義務があります。
１.  年会費納入（クラブ定款第11条に記載されています）
２.  出席（同じく定款第9条に記載）
３.  雑誌購読（同じく定款第14条に記載）
　現在の出席委員会は、出席に意欲的な会員にやさしい委
員会となっています。
１.  過去には認めていなかった遅刻を最近では出席扱いと

しています。（ただし例会時間60%出席）
２.  メーキャップの啓蒙・推進を一生懸命にしています。例

会欠席時の事務局からのFAX連絡もそのひとつです。
３.  今年度はよりきめ細かく月次の出席確認を皆さんに回

覧しています。
　平原会員いわく、「出席できなくても、ロータリーのこと
を考えるひと時がメーキャップ」。メーキャップはクラブに
対する思いのバロメーターなのです。「出席率向上のため」
ではなく、熱い帯広ロータリークラブへの思いの具現化の
ために、ホームクラブ出席・メーキャップのほど、よろしく
お願いいします。ご清聴、ありがとうございました。

■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、移動例会開催のご案内
　日　時　9月21日（水）午後0時30分
　場　所　北海道ホテル集合
　　　　　（会食後に帯広日産「ドーム店」へ移動）
　〜スケジュール〜
　 12：30　例会セレモニー　北海道ホテルにて会食
　　　　　 会食中に村松委員長の講演（自動運転技術につ

いて）

　 13：05　日産ドーム店に移動
　 13：10　ショールーム、整備工場見学
　 13：30　例会終了
③ 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。
　 帯広西RC、9月22日（木）の例会は、祝日のため休会と致

します。
④帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　9月29日（木）午後6時30分
　場　所　夢　人
⑤帯広北RC、9月30日（金）の例会は、休会と致します。
　　　　　　　　
■委員会報告
・渡辺喜代美 会員に
　米山記念奨学会から
　感謝状贈呈
　米山記念奨学委員会

・ニコニコ献金 親睦活動委員会
田守　由宗 会員
　野遊会で髙道氏、奥氏の指導でパーク大会にて優勝でき
ました。ロータリーにおいても良き指導者になって戴ける
ものと信頼できる人と思います。ありがとうございました。
曽我　彰夫 会員
　先日、帯広市マディソン市姉妹都市10周年式典など出席
でマディソンから団長として無事帰国しました。
及川ゆかり 会員
　本日の例会を担当させていただきます。
・お誕生日祝い

讃岐　武史 会員　　飛岡　　抗 会員
・配偶者様お誕生日祝い
小林　光樹 会員　　奥　　周盛 会員　長谷川　賢 会員
・ご結婚記念日祝い
眞鍋　智紀 会員　　酒井　敬司 会員　　高原　　淳 会員
工藤　大輔 会員　　小水　基弘 会員　　野村　一仁 会員
栂安　雅満 会員　　森　　武夫 会員
・出席報告 出席委員会
9/14例会の報告 会員総数93名　内免除会員4名　出席者数65名
8/24例会の報告 メークアップを含む出席者数79名　出席率85.9%
8月の平均出席率　82.6%

■次週プログラム予定
9月21日（水）「移動例会」日産ドーム（職業奉仕委員会）
※北海道ホテル12：30集合


