
2015～2016年度釧路北ロータリークラブスローガン【Serve＆Dream ～奉仕の理想を求めて～】

◆お客様と来訪ロータリアン

  川村 悦郎様（KS メゾット普及会 主宰） 小林 貢君（終身会員）                                                         

◆メーキャップ

７／４ 多田洋平君、田野竜之介君、平井昌弘君 以上３名（釧路北 RAC）

◆出席報告【会員総数 69 名 免除 6 名 出席計算に用いた会員数 69 名】

本日の出席率     出席者 39 名   メーキャップ 0 名 出席率 58.2％

  前々回の修正出席率   出席者 41 名   メーキャップ 0 名 出席率 59％

◆ニコニコ献金（今年度累計 ４９．０００円）

・前年度優良出席会員の皆様おめでとうございます ～佐渡 正幸君

・本日の例会も宜しくお願い致します ～中島谷 友一朗君

・小林さんいらっしゃい ～石井 東洋彦君

・今年度は優良出席目指します ～大澤 恵介君

・本日司会です。宜しくお願い致します ～工藤 健司君

・今年も優良出席しちゃいました。真ちゃんガンバッテ！ ～坂入 信行君

・優良出席となりました。ありがとうございます ～廹田 武君

・もぐら会優勝させて頂きました。次回も優勝させて頂きます ～田野 竜之介君

・小林さん、ようこそ来訪頂きました ～中嶋 嘉昭君

・廹田君、RC で親睦、学校で親睦お疲れ様です。ラーメンおいしかったです ～萩原 昭博君

・佐渡会長、理事会休んでごめんなさい ～本間 弘人君

・ご無沙汰しております ～小林 貢君

皆様改めましてこんにちは、本日釧路では年に 1回か 2回しかないような、素晴らしい天

気の中、本日の釧路北ロータリークラブの例会に御越しいただきまして誠にありがとうご

ざいます。

会長として本日が 3回目の例会と言う事で、まだまだ新米でございますが、やはり一番の

会長の喜びと申しますか、嬉しさと言うのはこの例会に皆さんが沢山お越しいただいて、

一人一人と握手する事が一番の喜びかなと、今感じているところです。是非とも、出来る

限り皆さんとお会いしたいと思っていますので、ご出席の程よろしくお願いいたします。

まずロータリーの活動についてですが、表敬訪問が今週の月曜日に音別ロータリークラブ

7 月 15 日（水）本年度第２回（通算 第２７８４回）

前年度優良出席会員表彰
担当/理事会 １２時３０分～釧路プリンスホテル

◆会長挨拶

《佐渡会長》



に表敬いたしまして、第 7分区の表敬訪問は終了いたしました。

あと、我々のクラブがスポンサーをしております、浜中ロータリークラブが 7月 21日に

表敬いたしまして全てが終了いたしますが、第 7分区の表敬訪問にあたって、各クラブの

雰囲気を感じた中で、自分たちのクラブに生かせる部分が沢山あったと感じております。

そういう部分も取り入れながら進んで行きたいと思っております。

今日は出席優良会員の表彰と言う事で、１００％出席した方の表彰の例会となっておりま

す。

本年度私の重点目標の 1 番目が出席率向上と掲げておりますので、先ずは前年度の１０

０％の皆様を表彰した中で、しっかりと出席についての意義と言うものを皆さんに感じて

頂きたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。

ロータリーでは点鐘に始まり、点鐘に終わるとよく言いますが、当然その鐘を鳴らす人間

もいなければなりませんが、その鐘を聞いていただく人たちも居ないと、例会は成り立た

ないと思っております。私の鳴らす鐘を、是非とも多くの皆様に今年度聴いて頂ける様、

頑張って行く所存でございますので、本日も一日どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

パーソナルボックスへ なし

回覧として４点

①ライラセミナー実行委員会よりライラセミナーのご案内。

開催日は９月４日（金）～６日（日）、場所は美瑛にあります、白金温泉ホテル白金パー

クヒルズとなっております。詳細、申込用紙を回覧しておりますので、参加希望の方はよ

ろしくお願いします。なお、申し込み締め切りは今月 24日となっております。

②一般社団法人ロータリーの友事務所より「ロータリーの友電子版」のご案内。

周知はもちろんですが「ID、パスワード」が記載されている関係で、再度の回覧。

③（公財）ロータリー米山記念奨学会より「ハイライト米山」。

米山学友から３人目のガバナーが誕生した記事が載っております。日本のロータリアンの

皆様への感謝のお言葉も記述されておりますのでご一読願います。

④ ８月５日（水）のガバナー公式訪問のご案内。

１２：３０～の公式訪問例会はもちろんですが、前段の１１：００～行われますクラブ協

議会にも理事・役員以外の皆様にはオブザーバー参加していただきますようお願いいたし

ます。

報告（口頭）

・昨日の理事会にて新会員が一名承認されています。理事会終了後に新会員推薦書を郵送

しておりますのでご確認ください。２１日までの７日間に異議のない場合は２２日の例会

時にすでに決定しております４名と合わせて５名の入会式を執り行います。

◆幹事報告

《中島谷幹事》



〝 おめでとうございます 〟

☆２０１４年～２０１５年度 優良出席者☆

・田村 憲一郎君（免除） ３１年目 ・小松 亮次君  ３１年目 ・松原 久幸君  ２７年目

・千田 清君 （免除）  ２２年目 ・中嶋 嘉昭君  １６年目 ・森山 義文君  １５年目（地区表彰）

・萩原 昭博君 １５年目（地区表彰）・石井 東洋彦君 １４年目 ・坂入 信行君  １０年目（地区表彰）

・本間 明美君  ６年目           ・佐渡 正幸君   ４年目 ・東海林 均君 ３年目

・廹田 武君    ２年目      ・富樫 孝之君  ２年目 ・中島谷 友一朗君  ２年目

・菊池 美恵子君 １年目      ・田野 竜之介君  １年目 ・多田 洋平君    １年目

本日は出席優良会員の表彰例会です。本年度の佐渡会長の目標としている、７０％以上の

出席と言う目標は難しいと思いますが、今日も大変賑わっておりまして、テーブルがいっ

ぱいで出席率も高いと感じますが、実はいつもよりテーブルが 1卓少ないのです。

出世は我々ロータリークラブ会員といたしまして、義務であると言う目標をもって、今年

度出席委員長を務めさせていただきます。本日、免除会員を除きまして、18 名の方が表彰

の対象となっております。その 18 名の中から、萩原直前会長、坂入前幹事、迫田前親睦

委員長、東海林前親睦副委員長の 4 名の方々にお話をしていただきます。表彰の 18 名の

方々のお名前は後ほど副幹事より発表がございますので、随時記念品をお受け取り下さ

い。

おれでは、よろしくお願いします。

優良出席表彰を、御受けする当り、感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございます。

私は RC に入会して６年経ちましたが、２回目の表彰になります。

前回は、能登会長年度に、副幹事を仰せつかり、一緒に副幹事をした平澤会員に、迷惑を

掛けない様にとの一心で 100％出席をしたように憶えております。

昨年度は、親睦委員長を仰せつかり、担当プログラムは、９回しかありませんでしたが、

毎回の例会受付があり、出席を心懸けました。

委員長をお引き受けする時に、実務を考え古田会員、東海林会員を副委員長に指名させて

頂いたのですが、東海林会員に於きましては実例会１００％出席、吉田会員も私の記憶で

は１回の欠席と、高い出席率で、欠席をさせてくれない雰囲気を沢山出して頂き、私の今

回の優良出席につながりました。と言いながら、私も 4～5 回の欠席をしましたが、集団

メーキャップ、地区大会、PET、分区事業と、人使いの荒い前会長、幹事に仕えましたの

で、そのおかげも有り 100％出席になりました。優良出席表彰を受けたい方は、自ら望ん

で過酷な役を、御受けすることをお勧め致します。

今年度からは、気を楽にしてマイペースで優良出席表彰を目指して行きたいと思います。

優良出席表彰、本当にありがとうございます。記念品が楽しみです。

前年度優良出席会員表彰

◆出席・資料管理委員会

《森山委員長》

廹田 武君

《2年目》



前振りもなく、今指名され「何をお話したら良いのだろう？」と、すごく頭の中がクル

クル回っている状態です。私、優良会員 3年目と言う物で、2年度目は副幹事を務めまし

た。副幹事をやることによって、結果的に休む事が出来ないという思いがまず一つありま

した。副幹事をやる中で、段々例会の楽しさや、意味等が少しずつ分かる様になり、例会

に出るのが嫌だと、考えないようになりました。3年度目は、迫田前親睦委員長より、親

睦の副委員長をやってくれないかと言うお話を頂いた時に、正直、親睦委員会と言うのは

こんなに大変だとは思わなかったので、軽く「いいよ！」と引き受けました。その後、迫

田委員長が「ゴメン、今日欠席になるかも知れない」と言う様な話がぽろぽろと出てくる

と、これまた、休んでいられないなと思い、水曜日は終日予定を空けようと思い、現在に

至っていると思います。

今年度も、平井親睦委員長の元、副委員長と言う事で、休まないで頑張って行こうと思

っていますので、平井委員長も優良出席を目指してください。

ありがとうございました。

前年度は長いようでいて過ぎてみると以外と短い 1年間でしたが、この 1年間経験は私

自身に大きな自信と勇気を与えてくれたと思います。

幹事と言う役割を与えて下さった皆様に感謝申し上げます。

思い起せば入会して 14年､早いものです。また､ありがたい事に今年度で優良出席､10 年

の地区表彰をして頂＜事になりました。

1 00％出席は時の執行部にでもなれば､可能ですが､それ以外は中々難しいのが現状です

が､ある家庭集会で君も企業人として､頑張ろうとするなら、入会した以上は 1週間の昼の

1時間くらい､調整できる様にならなければ､ならないよ…と言われた事を覚えていますが

しかし､その優先順位を一番に持って来るのは､人それぞれのスイッチがあると思います。

私の場合､皆さん､ご存じに通 I人私は歓楽街に従事しておりますから、歓楽街の中では信

用がこれでも多少ありましたが､企業人の皆様からは信用はまだまだ､薄っぺらく、こうし

た処からだろうな､信用を得ていくのはと思いますがまだ､優先順位を一番に持ってくる

事は中々､難しいものがありましたが高橋邦弘パスト会長年度･森山幹事の時に石井会員

と一緒に副幹事を仰せつかりヽ時の執行部の友情と絆と大変さを学ばさせて頂き、また､

そうこうしているうちに､北川先輩が米山の地区に委員長の時にお声掛けで地区の米山を

一緒に担当させて頂き､米山奨学生の素晴らしさ､地区の楽しさを知り､知らぬうちに自分

の優先順位が変わって来ました。

入会当初はお決まりの､親睦活動委員会に配属され､受付･発表当を担当しましたが､私

の入会時は 100 名を若干､切ったくらいで会場のテーブルも 10 名がけで 10 テーブルは用

意されていたと思いますまず､受け付けで『にこにこ』を受け取りますが顔と名前がー致

せず､手帳を見て､顔を上げたら､もう後ろ姿で､そこには居ず、申し訳ないのですが当時､

皆さんの後ろ姿は全員同じに見えて、苦労したことを覚えています！そして､1 テーブル､

1 テーブルに親睦の会員が一人ずつ張り付き、テーブルマスターや最後に出てくる､フル

ーツを一人､一人に取り分けていた事が記憶にあります。しかし､入会したては､共通の会

話のテーマのなく､ただただ､パンのカスが飛び敵らないよう､フォークとナイフのカチャ

東海林 均君

《３年目》

坂入 信行君

《地区 10年表彰》



カチャと言う音だけが耳に残っていた曰々が思い出されます。優良出席には出席免除と言

う､形もあります。出席免除の申請も長年の功績･在席があるから得られる資格でこれも素

晴らしい事で､また､その資格があっても申請せず変わらず､貫き通す､松原先輩･小松先輩

は今年度も行使せず、ご自身の思いを貫かれる事も素晴らしいと思うわけでして頭が下が

ります。

先に申しましたがこの 100％優良出席は皆さんもお分かりの通り、難しいものですがそ

れを補填するのがメークアップです､この制度が出来たのが 1922 年で､曰本のロータリー

の創設者である､米山梅吉が『ロータリーの例会は人生の道場』と言ったように例会の出

席はロータリーの会員としての基本ですがそんな堅苦しい事を考えずに、出席補填のシス

テムがロータリーにはある訳ですから、是非､色々なクラブの例会に出席して､所かわれば

品変わるで、クラブによって､例会のやり方､雰囲気はさまざまで 2つとして、同じものが

ないくらいです｡また､単なる､出席補填としてではなくロータリーライフを広げるため

に､積極的にメークアップをして、多くのロータリアンと知り合いになる事で､ロータリー

がまた､楽しくなる事と思いますし､それがまた､自分のクラブの出席率を上げるのにもつ

ながります。

ここで少し、メークアップについて一言、仕事の都合でどうしても､出席できないとき

は､どうすればいいのか？そんなときに､メークアップをすればいいのです。メークアップ

“Make-up"､英和辞典を引くと､多くの意昧が並んでいます。｢ｲﾋ粧をする｣｢決算､精算す

る｣｢取り戻す｣など｡あるかたちのものを補填したり､帳尻を合わせたり､といったニュア

ンスの言葉であることに､気づくでしょう。では､いつメークアップをすればいいのでしょ

うか?

標準ロータリー･クラブ定款第 9 条には､｢(本クラブ)の例会の定例の時の前 14 曰また

は後 14 曰以内に｣とあります。従って､出席できないことがあらかじめわかっている場合

には､前もってメークアップを済ませておく､ということも出来ると言う事です！メーク

アップカードの有効期限は欠席した例会の前後､2 週間と言う事で、メークアップカード

を貯める事は出来ないと言う事ですのでご理解下さい。

基本的に奉仕とは『言われて､する事ではなく､思いで行う事』と思います強要せず､おの

おのがそれぞれの思いで参加するのもロータリーの素晴らしさの一つであると言う風思

い、その思いだけで今曰まで在籍をさせて頂いております。

最後に今年度の出席委員長をわずらわさない様に皆様にお願いしまして私の卓話とさ

せて頂きます。

皆さんこんにちは。

小林先輩、本当に元気なお姿で御越しいただき、嬉しく思っています。この終身会員と言

うのは、小野寺年度で議案が上り、私の年度で決めて、そして今回実行したわけです。

今年の佐渡会長の重点目標の一つと言うのが、先ほど会長よりお話がありましたが、出

席率の向上とありまが、この出席率の向上と言うのは大変難しいと思っています。先ほど

坂入前幹事より、メークアップと言う言葉が出てきましたが、東堂地区ガバナーの方針と

言うのが、「もっとロータリーを楽しみましょう」、そして楽しい例会を創って下さいと

言う事で、そうすると自分が楽しかったら、会員の皆様も楽しいだろうと、そして、色々

萩原 昭博君

《地区 15年表彰》



な地区の行事、またはあらゆる行事に参加して、もっとロータリーを理解して貰おうと、

そうするともっとロータリーを楽しめるのではないのかなと言われています。

この楽しい例会づくりと言うのは、大変難しいのです。時の会長・幹事と言うのは、必

ず楽しい例会づくりと言う事は考えて来ていると思いますが、私もそうでしたが、年間約

46 回～48 回の例会がある中、だいたい 8割・9割のプログラムは決まってしまします。そ

の中でどうしたら、楽しい例会を作れるのかとなると非常に難しく、私の年度でも楽しい

例会作りを心掛けて、ヒヤガーデン例会、または、花見例会を開催しようと活動計画に載

せたのですが、何が出来ないかと言うと、ヒヤガーデンと言うのは 8月で、ロータリーで

は会員増強月間があり、そこにはめ込むことができないのです。次の月にはヒヤガーデン

が終わっていると言う事で、5月の花見もそうですが、なかなか難しいのです。そうなる

と、楽しい例会を作るのであれば、会員の皆様と年度の始まる前にフォーラムを組んでお

話をしたほうが良いのではと、私の考えですがそう思います。出席率を向上すると言う事

は、会員一人一人が例会に出席すると言う事なのですが、私の考えですが、個人個人の考

え方一つだと思います。ロータリーをどう考えるか、どう取り組むかと言う事しか無いの

では無いかと私は思います。前年度ですが、奉仕プロジェクトは非常に出番が多く、色々

な場面に係わりがあり大変なのですが、奉仕プロジェクトの理事は責任を持って、進んで

やっていただきました。その事で必然的に例会出席が多くなりと言う事です。昨年入会し

た、河村会員は、入会時の挨拶で「私は、一回もやすみません」と言われました。河村会

員は休んでいません。と言う事で自分の気持ち次第なのです、意識の問題なのだと私は思

っております。私の話をしますと、平成 9 年 8 月 20 日が私の入会日でありまして、来月

の 20 日でちょうど 18 年になります。今回優良出席 15 年で地区表彰を頂きましたけれど

も、後の 3年はどうしたの？と言うと、私は出席委員会から始まりが、その時にやっぱり

自分で進んで入会をしていないので、結局行きたくないのです。出たくないのですが、仕

方なく行っていたということで、その時に田村先輩から、「まずは、顔と名前を覚えなさ

い」と言われ、毎週、毎週私の横で田村先輩が来られた方の名前を言うのです。それが、

非常に私の為になりました。当時は会員が 100 名位居ましたが、３か月位で私は顔と名前

を覚えることができました。１年目２年目と出席委員をやり、３年目に親睦の副委員長と

言う肩書を頂きまして、その時は委員会に１６名から１７名居まして、「一人ぐらい休ん

で良いだろう」と思い休んでしましました。そうすると、当時の親睦委員長が「休んだら

だめだぞ」と強く言われ、そこで「分かりました」としか言えませんでした。そうすると、

それまでは、会員の中でも歳が１番下の方でしたが、私より年下の方が沢山入会してきた

のです。その時に、副委員長をやりながら、段々ロータリーって楽しいと感じてきたのが、

副委員長の時で、その後会員増強の委員長を受けまして、そこから優良出席者１５年目に

なっておいります。ともかくロータリーは例会から始まりますので、例会に出席しないと

何も前へ進めません、友情も湧きませんし、親睦も出来ません。ですから、是非例会には

皆さん出席してください。私の考えですが、例会の時間が 12:30 から 13:30、この時にご

飯を食べにくるという気持でも良いと思うのです。1時から仕事が有るのでしたら、10 分

前に退席しても良いなと思うのです。ただしそこで一つ、9条の 1項に６０％と言うのが

あるのですが、今は６０％無いと欠席ですと言う事にはならないと思います。そして、も

う一つ大事な事があるのですが、12 条の 4 項にメークアップ無しに、例会を続けて 4 回

休むと、理事会を通して、会員身分の終決を通知する事が出来るのです。ただ、この時代



の流れの中これが出来るのか？とおもいますが、私は思うのですが、そう言う規約もロー

タリーにはあると言う事を、新しく入会する方々にも覚えていて欲しいと思っています。

時間になりましたのでこれで終わりますが、私は今年度も１００％で行きたいと思いま

す。

ありがとうございました。


