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第 2257 回例会

士別市朝日町サンライズホール

２００7 年５月７日（月）

本日のプログラム
・普通例会・理事会

■前

画／百瀬達夫

例会場／士別グランドホテル
例会日／毎週月曜日 12：10 〜 13：10
事務所／士別グランドホテル
TEL 0165-23-1234
会 長／大 塚 勝 人
副会長／野 﨑 英 男
幹 事／菊 地
博

回（４月 23 日、月曜日）の記録■
・夜間例会

司

会

若森

斉

唱

それでこそロータリー

本 日 の 出 席

孝

会場監督

出席率 100%

会員 66 名中

出席者 66 名

本 日 の 欠 席
メークアップ

大塚勝人、三野博司、竹内栄一、佐藤安司、織戸俊二、安達

勇、宮田喜久三郎、

佐藤元信、足利光治、千葉繁夫、山本俊一、佐藤元保、山口哲雄、伊藤優市
（九十九山、桜の苗木植樹）
ビ ジ タ ー
ゲ

ス

ト

ニコニコＢＯＸ
累計 367,000 円
例
５月
５月 ７日（月）
５月 14 日（月）
５月 21 日（月）
５月 28 日（月）

会

予

定

６月・ロータリー親睦活動月間
６月 ４日（月） 普通例会・理事会
普通例会・理事会
６月 11 日（月） 早朝例会
普通例会
普通例会（卓話：今井忠則会員） ６月 18 日（月） 普通例会（卓話：尾崎学会員）
夜間例会（夫人同伴例会）
６月 25 日（月） 夜間例会（本年度最終例会）
６月 ３日（日） ＩＭ（下川）

■会務報告 大塚勝人会長
●昨日の日曜日は天候に恵まれ、外での作業
には打って付けの日となりました。今年度の
社会奉仕委員会事業､ 桜の苗木植樹は８時 30
分からつくも山で行われました。士別つくも
山を守ろう会を中心にロータリークラブ、ラ
イオンズクラブ等６団体から大勢の協力があ
り、午前中に終了することが出来ました。慣
れない作業で皆さん大粒の汗をかきながら真
剣にスコップを使っていました。
●同日、時間帯もかさなってしまいましたが、
羊と雲の丘牧柵整備とふれあいの森整備にも
多くの会員がお手伝い致しました。市民約 250
名の参加があり家族で牧柵にペンキを塗るな
ど汗を流していたようです。

二つの事業参加とも士別ＲＣメークアップ対
象事業とさせて頂きます。
尚、本日九十九山を守る会近藤晴彦会長より、
桜の苗木の植樹奉仕に対してのお礼の文書が
届いております。
❹皆様方にお願いをいたしておりました、６
月３日下川町で開催されます、ＩＭ（インター
シティミーテング）の参加登録で御座います
が、本日の締め切り日を待たずして、３５名
の登録をする事が出来ました。参加登録を頂
きました皆様に厚くお礼を申し上げます。尚、
大変恐縮ですが、登録料８，０００円の内、自
己負担４，０００円を近日中に、会計さんに収
めて頂きますようにお願い致します。また、
参加に対しての詳細は、ＩＭ開催日が近づい
て参りましたら、各自ご案内させて頂きます。
尚、参加登録会員名簿は、各テーブルに一部
づつ置いて御座いますので、回覧を頂きご確
認をお願い致します。
❺次回３０日の例会は、振替休日に付きお休
みで御座いますので、お間違えないようにお
願い致します。

★次年度報告
◎千葉繁夫次年度幹事
❶４月 27 日、28 日、北見市で開催されます、
会長エレクト研修セミナー並びに地区協議会
の件ですが、書面にてご案内の通り 28 日（土）
■幹事報告 菊地 博幹事
❶福祉の店シュペツ運営委員会石井隆運営委 午前５時 40 分出発予定ですので遅れないよう
員長より、福祉の店シュペツ「ふれあいの集い」 に集合をお願いいたします。また、参加予定
開催に伴う会券購入協力のお願いが参ってお 者に渡しました冊子は地区協議会並びにクラ
ブ協議会等に参考になる資料で御座いますの
ります。
日時は５月２５日（金）午後６時、会場は士 でご活用願います。
別市民文化センター１階研修室、会券は１枚 ❷新旧クラブ協議会の予定は５月 17 日（木）
1,500 円です。当クラブからは５００円を負担 ６時から予定しています。場所は未定です。
させて頂きますのでご協力をお願い致します。
後程、幹事が各テーブルを廻らせて頂きます。 ◆前回例会プログラム、炉辺会合例会報告
❷旭川西ロータリークラブ松野和彦会長より ◎神田委員長班
４月１４日に挙行させて頂きました、創立 【例会の出席の持ち方】
５０周年記念祝典にご参加を頂きありがとう ①メンバーが多くなると出席率が下がるので
はないか。
御座いましたとの、礼状が届いております。
また、ご出席を頂きました皆様にも、宜しく ②例会日が月曜日だと週末開けで忙しいので、
曜日の検討をしては。
お伝え頂きたいとの事で御座います。
❸先程、会長会務報告に御座いました２２ ③無断欠席を無くす。
日（日曜日）社会奉仕委員会、労力奉仕事業 ④会報にプログラム予定を載せる。
九十九山桜の苗木植樹にご参加ご協力を頂き ⑤卓話は毎回有った方が良い。
ました皆様、又、同日に開催されました、市 【会員拡大について】
民観光意識盛り上げ事業、羊と雲の丘牧柵整 ①会員数は今の人数位が丁度良いのではない
か。
備並びにふれあいの森整備にご参加頂きまし
た会員の皆様、本当にご苦労様でした。この ②意識のある人やロータリーを理解してくれ

変でしょうが、自己の勉強にもつながって
る人がいれば、会員増強と言うよりも補充
いるのではないでしょうか。
をすると言う考えでやれば良いのではない
【会員拡大について】
か。
①会員増強につながる情報の収集と、推薦し
③大会参加は、個々に声かけが必要。
たい方への積極的アプローチが必要。
◎大塚会長班（発表者：汐川会員）
◎若森会場監督班
【例会の出席の持ち方】
①当クラブの例会の出席率は必ずしも良いと 【例会の出席の持ち方】
①通常例会に於いては本人の意識が重要。
は言えない。
②昔は出席に対して厳しい規律があり、欠席 ②月曜日は何かと仕事上の予定が多い。
者には必ずメークアップの強制があった。 ③昼食を食べる時間と思い気楽に出席する。
今は緩和されているが、会員として出席は ④例会の内容に付いては卓話を含め問題ない。
義務であり出席なくしてロータリーの目的 【会員拡大について】
①現在の会員数で良いと思うが、何人なら適
は達せられない。
当な人数なのか？、今後も会員拡大の気持
③ロータリーの楽しみの一つとしてメーク
ちは変えないで行動する。
アップを利用する。訪問の際バナーを持参
②メークアップで出席率向上。
して交流を図るのも良い方法。
④卓話については、本年は会員の身近なとこ
ろから会員に職業・趣味・経験談等のプロ ◎大野委員長班
グラムが組まれ楽しい例会卓話が行われて 【例会の出席の持ち方】
①職業奉仕が大前提であり、ここを優先して
いる。
こそ、ロータリー活動があります。そして、
組織的な強制はなく、個人が自主的に意識
◎織戸会員班
し行動する、そういったメンバーが一人で
【例会の出席の持ち方】
も増える事によって、クラブが活性化する。
①会員欠席が何週にもなる場合は友情でロー
タリー会報を持って行ったり、他クラブに ②他クラブへの会合参加は、非常に為になる
ものが多い。
一緒にメークアップに行ってあげることも
③仕事の都合上、出席もままならず、大変恐
良いのでは。
縮していますが自分なりに出席目標を立て、
②卓話については、時間調整・事前準備が重要。
達成すべく努力する｡
今年度は全体を見ると良いのではないか。
③地区大会やＩＭ等の大会参加は、ロータリー ④知識として薄い情報を会員卓話として積極
的に採り上げてほしい｡
入会２．３年以内の会員に参加協力を要請。
⑤プログラム委員会が活発な程、クラブは活
【会員拡大について】
動的であり、内容も充実する。
①今の人数で現状維持、退会防止を考える。
【会員拡大について】
①入会年次の新しい会員に意見を聴取し、そ
◎菊地幹事班
れを参考に会員拡大に努力する事も一つの
【例会の出席の持ち方】
手法｡
①都合で例会に出席出来ない週は、近隣他ク
ラブの例会出席と、クラブメークアップ対
象事業に参加をし、自己の出席率のアップ ◎尾崎委員長班
【例会の出席の持ち方】
を図る。
②都合で２〜３回連続して例会に出席出来な ①例会の曜日の設定。（月曜日が良いのか？）
い会員については、出席委員会並びに各委 ②メークアップを増やす。
員会委員の協力の下、クラブ会報並びに、 ③地区大会やＩＭを振替例会にする。
通信文書、ロータリー雑誌等のお届けと、 ④健康に注意し例会に出席する。
次なる例会へのお誘いと例会出席への意識 【会員拡大について】
①現会員がロータリーを理解し行動すること
啓蒙を図る。
によって、新たに入る会員にもインパクト
④本年度プログラム委員会の企画による会員
を与える。
卓話は、手法的に良いと思う、卓話をリク
エストされました会員に取りましても、大

