
たいまつ宣言
1. 我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1. 我々は 他に依存することなく 自らを発する
1. 我々は 常に変革をもって 行動する
1. 我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1. 我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ

　みなさん、こんにちは。この度の台風はここ十勝にも
爪痕を残していきました。長雨により農作業も遅れ気味
です。作物に影響がないことを願っております。会員の
皆様は大丈夫でしたでしょうか。
　さて、日曜日に西RCの家族野遊会が行われました。大
きな勢力を持つ牛歩並みのスピードの台風が北海道に接近中のさなかでし
たが、天野親睦委員長の日頃の行いが良いおかげで、強い日差しの晴天に
なりました。食べきれないほどのバーベキューと飲み物を堪能させていた
だきました。また、競馬場の案内までしていただき、身近に住んでいなが
ら何も分かっていなかった自分に多少の知識をいただきました。また、冠
杯のレースで「三野宮様ご一行」のネーミングまでいただきちょっと戸惑
いましたが、天野委員長の説明によりますと、団体名だと3万円かかると
ころ、個人名だと1万円で済むので私の名前を付けたそうです。私は買っ
た馬券がすべてかすりもしませんでしたが、当てた方もおられたみたいで
すね。レース後には、一位の騎手、馬主、厩舎の関係者3名の表彰までさ
せていただきました。その際、私だけではなんでしたので、天野委員長、
奥幹事にも目録を手渡していただきました。天気に恵まれた、とても楽し
い野遊会でした。天野委員長、有難うございました。
　さて、競馬ということで、その歴史を見てみますと、意外と新しく、
16世紀（1540年）英国で、世界の競馬場（チェスター競馬場）が建設さ
れ、正式のルールと専用施設で近代競馬が行われるようになりました。
17世紀後半にはサラブレッドと呼ばれる品種が誕生いたしました。同じ
ような時期にチャールズ2世の庇護のもと、ニューマーケット競馬場がイ
ギリスの競馬の中心地となりました。イギリスで流行った競馬はフランス
にも広がっていったそうです。当時は貴族の娯楽的なものでした。日本で
の最初の競馬は、江戸時代末期、1860年、横浜の外国人居留地で行われ
た日本最古の様式競馬とされております。ばんえい競馬は1915年函館区
外で行われた「輓馬実力競争」が、確認される最古の輓馬競争でした。こ
こ帯広での輓馬は1953年に市営競馬が発足して現在に至っております。
今では日本国内に残る唯一の競馬です。末永く皆様に愛されることを願っ
て会長挨拶といたします。
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点鐘	 三野宮　功会長
開会宣言	 江口文隆SAA
国歌斉唱
ロータリーソング（奉仕の理想）
たいまつ宣言唱和
9月結婚祝
酒井　忠之会員 1963.9.21  尾藤輝幸会員 1967.9.20
金尾　　剛会員 1971.9.26  土肥孝紀会員 1973.9.29
佐々木和彦会員 1988.9.22  久保且佳会員 1989.9.15
太田　　豊会員 1990.9.22

9月誕生祝
 尾藤輝幸会員 1942.9.10　石原英樹会員 1956.9. 7
 高田晃一会員 1958.9. 3　柳沢一元会員 1959.9.26
 久保且佳会員 1961.9. 7　河西智子会員 1964.9.18

バースデーソング
乾杯	 岡田武稔会員
〈会食〉
　秋刀魚の塩焼き
　炊き込みご飯
　鮭のけんちん汁
　漬け物

会長報告	 三野宮　功会長
会務報告	 奥　敏則幹事
　例会メモ記載の通りですが、地区大
会の配車に関しましては、現在ゴルフ
同好会の堂山会員と調整中ですので決
定次第ご案内いたします。
　本日例会終了後、理事会を開催いた
しますのでよろしくお願いします。

委員会報告
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　曽我　雄副委員長

三野宮　功会員　 ばんば券  かすりもせずに  ハズレ
です

奥　　敏則会員　 野遊会に多くの参加ありがとうご
ざいました。又、親睦委員会お疲
れ様でした。

堀　　修司会員　 本日、会員増強委員会卓話をさせ
ていただきます。ご静聴下さい。

江口　文隆会員　 先日の家族野遊会で馬券が当たり
ました。配当金は1,030円です。

天野　清一会員　 9月4日の家族野遊会、たくさんの
メンバーの方々に来ていただきま
して、ありがとうございました。

北川　勝啓会員　 ローターアクトチャリティーソフト
ボール、たくさんの方々に参加い
ただきありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

柳沢　一元会員　 先日、桂ゴルフクラブでニトリレ
ディース最終日を観戦し、翌日プ
レーしてきました。私にしてみれ
ば珍しいことです。

プログラム	 会員増強委員会　堀　修司委員長

 会 員 卓 話
 「なぜ、いま、まだ会員増強」

1）�会員増強セミナー��2011年4月23日
旭川での地区協議会で配布されたpowerpoint

　（第2500地区会員増強委員長　坂田　仁（名寄RC）作成）
　・会員増強の「増」は会員の数の増加
　・会員増強の「強」は会員の質の強化
　・会員維持は会員を退会させないこと

2）RI第2500地区会員数の現況
　2010年（2,246人）は最盛期の三分の二まで減少
　帯広西ロータリークラブ
　 2009〜2010年　8人減（2500地区で最大）
　 理由：ガバナー輩出、区切り、行事が多すぎて…

「目指せ80が60を切ってしまった！」

　人口1万人当たりの会員数
　　世界＝1.8人　日本＝7.1人　北海道＝8.8人
　　2500地区＝13.8人（全国2位）

3）会員増強は何のため？
　「クラブの活性化のため」「奉仕の実践の推進のため」
　「マンパワー」「運営・活動資金」

　○若い会員を迎えなければクラブは毎年高齢化する
　○女性会員の割合　世界＝15.94　日本＝4.18
　　　　　　　　　　2500地区＝3.11
　○高齢会員「活動に引退はない」

4）会員増強苦戦の原因
　・ 勧誘すべき会員候補者の選考―――信頼に足る

良質な職業人の発見
　・ 5クラブの競合はあるが「身近にいる」ロータ

リーの魅力を紹介出来ない。
　・勧誘に熱意がない。
　・入会候補者に対する勧誘活動に継続性がない。
　※「酒の上での話で終わらせない」

5）苦戦からの脱却
　・ 無理矢理入れられた、騙されたと思っても、今

在籍しているのは楽しさや喜びがあるからなの
では？他の人にそれを経験してもらおう。

　・80％の会員は未だ推薦者になっていない。
　※候補者の例会招待

　◎最も効果的―――職業別グループによる推薦
　　 　9人入会した年度があった。職業の近い人

の事は利害、好き嫌いを排除して解り合える。
そこでの候補者ならば全員に紹介出来る。

6）西ロータリーらしさの為に
　 　10月27日の夜間例会で2回目の会員増強委員会

担当例会があります。それまでに職業別グループ
を決定します。腹積もりをしておいてくだい。もっ
と西ロータリーらしさを発揮するために、頑張り
ましょう！

閉会宣言	 江口文隆SAA
点鐘	 三野宮　功会長

　次週プログラム予定
　9月15日（木）  国際奉仕委員会
　会員卓話 「ドロミテを訪ねて」   岡田　武稔会員


