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讃えよう地域を！クラブを！会員（自分も）を！
ロータリーとの出会いに感謝！

■クラブ・テーマ■

「ロータリークラブに出席し、ロータリーを楽しもう」
（Attend at the Rotary Club, and let's enjoy a rotary）
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ニコニコ
 献　金 （8月1日現在）

8月1日 円

円累　 計

　14,000
99,000

会長報告	
　みなさんこんにちは。先週の金曜
日にローターアクトとの例会に出席
してきました。小谷新世代委員長と
前年度委員長の堂山会員と奥田幹事

と私と4人で行ってまいりました。ロータリアンは5
クラブで15名ぐらい出席しておりました。たまたま
ビールパーティーで新入会員の入会式とゲームと、
楽しい中にも整然といつものとおり例会が進行され
ておりました。その中で、浜野会長が来年は大きな
大会があるということでできれば30名の会員を要し
たいという話をしていました。新入会員が4名入会
されたのでそれで22名なので8名を増というのを考
えているようで、皆様も西クラブの企業、企業会員
ということで是非、該当の18歳から30歳という年
齢の間の方がいらっしゃるなら企業会員としてロー
ターアクトの方に推薦し
て頂ければと、そう思って
おります。小谷先生のとこ
ろも従業員が1名入会され
ておりました。
　それから、こないだの日曜日に米山財団のセミ
ナーに出席して参りました。米山は皆さん知って
らっしゃるとおりに日本で一番大きな留学生を支援
する民間団体ということで年間700名を推薦支援し
ているそうです。累計で17,545名を支援している
そうです。2,500地区は日本全国で支援金の順位が
最下位ということでその辺が少し何とかならないの
かという話になっていました。全国平均の約半分
だそうです。ですから当、西クラブにおいては普
通献金が2,000円、累計が125,000円、特別献金が
800,000円、総計925,000円、一人平均が14,453円
ということでほぼ全国平均ということで西クラブに

おいてはほっとしております。
　ロータリー財団の方ですけども3点ありまして1点
目は、3年計画のプロジェクト計画で未来の夢計画
というのが今年度より実施されまして、新・グロー
バル補助金、新地区補助金、非常に手続きが簡単に
なり、金額が増えたそうです。ご利用くださいとい
う話をしておりました。2点目はポリオプラスとい
うことで、ポリオは皆さん知ってらっしゃるように
急性灰白髄炎、小児麻痺です。日本では1980年に
絶滅しておりますけども、まだ世界的にはパキスタ
ン、アフガニスタン、ナイジェリアの3カ国が収束
していません。99％撲滅したがあともう一歩ご協力
よろしくお願いしますと話しておりました。それか
らその資料の中にこういう資料がありまして、ロー
タリーカードこれは普通のカードなんですけども
ショッピングの0.3％が財団の中に自動的に寄付に
なるということでロータリーカード、是非、ご利用
くださいとのことです。そしてこのカードを使うこ
とによって個人の年次寄付実績に自動的に加算され
るそうです。ちなみにこの2500地区、ゴールドカー
ドが6名、スタンダードカードが26名と合計32名の
方がご利用されてるそうで、普通のカードなので是
非、ロータリーカードをご利用くださいとお話があ
りました。私は足を怪我していまして、これはJRで
釧路に行った方が楽かなと思いまして、釧路にJRで
行ったんですけども、奥田幹事と時間的にうまく打
ち合わせができなくて前日の土曜日に行ったんです
けども、ホテルの中でずっと一人でいましてちょっ
と寂しい釧路でした。10月、再来月、地区大会がまた
釧路でありますので、皆さん、大勢で釧路に行きま
しょう。以上、会長報告でした。ありがとうござい
ます。

2013年
8月 会員増強及び拡大月間会員増強及び拡大月間



8月結婚祝	 親睦活動委員会　田中耕吾副委員長
小川　光司　会員　1995.  8.26
萱場　誠一　会員　1996.  8. 8
増井　信也　会員　2000.  8.26

8月誕生祝
堀　　修司　会員　1946.  8.26
奥田　頼昌　会員　1953.  8.31
古田　敦則　会員　1957.  8.28
小甲　哲士　会員　1959.  8.28

会務報告	 奥田頼昌幹事
①帯広東RC、移動例会開催のご案内
　日　　時　8月8日（木）午前10時
　場　　所　帯広中央公園
　　　　　　北側会場（道の日清掃）

　　　　　　　　  ※尚、8月13日（火）の繰上げ例会
　 と致します。

②帯広南RC、8月12日（月）の例会は、休会とします。
　帯　広RC、8月14日（水）の例会は、休会とします。
　帯広西RC、8月15日（木）の例会は、休会とします。
　帯広北RC、8月16日（金）の例会は、休会とします。

③帯広東RC、夜間移動例会
　（家族野遊会）開催のご案内
　日　時　　8月24日（土）午後5時
　場　所　　帯広競馬場
　※尚、8月20日（火）の繰上げ例会と致します。

④帯広北RC、夜間移動例会
　（家族野遊会）開催のご案内
　日　時　8月24日（土）午後6時
　場　所　十勝川河川敷（道新花火大会会場）
　※尚、8月23日（金）の繰上げ例会と致します。

⑤帯広東RC、夜間例会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　日　時　8月27日（火）午後5時30分
　場　所　帯広ワシントンホテル

委員会報告	
ロータリー情報委員会	 山本範之委員長

みなさんこんにちは。ロータリー
情報委員会の山本です。今日最初
に置いてあったレジュメの裏に、
家庭集会のご案内があります。今

回ご覧のとおり、会員増強委員会と共催ということ
で、開催を予定しております。メインテーマ・各班
のグループ分けについては、後程、深澤会員増強委
員長さんの方から多分、面白い話が聞けるのではな
いかと思います。ということで家庭集会、ざっくば
らんに楽しんで開催して頂いて、よろしくお願いい
たします。

親睦活動委員会	 萱場誠一委員長
　みなさんこんにちは。親睦委員
会より家族野遊会のご案内を申し
上 げ ま す。9月8日 ま き ば の 家 に
なっております。時間の方が10時

出発になっておりますがシープドックショーがこの
日偶然にも帯広ロータリーさんと被ってまして、建
物は違うんですが、同じところでやることになって
おります。シープドックショーを別々にしてくれる
かどうかということでまだ、日程・時間の方が決まっ
ておりません。バスが貸し切りの大型バスを1台用
意しておりますのでバスご利用の方は今日、いま
回ってますけども、バスの利用の方も○か×をお願
いいたします。是非、帯広さんと一緒ということで
盛り上がりに負けるわけにはいかないのでたくさん
の人数とあと、お酒も用意しておりますので是非バ
スに乗ってみなさんで行ければなと思ってますので
協力のほうよろしくお願い申し上げます。以上です。

新世代委員会	 小谷典之委員長
　みなさんこんにちは。ローター
アクトクラブの方から恒例の第18
回12時間チャリティーソフトボー
ル大会のご案内がきております。

今月の25日日曜日午前6時から午後6時まで12時
間。会場なんですが、例年、札内川の河川敷でやっ
ておりますが今年は帯広後楽園球場ということでこ
の中に地図がありますが、西22条南5丁目。南商の
すぐそばの球場で今年はやるようですのでまた近く
なったらご案内しますが、くれぐれも札内川の方に
行かないようにしてください。西クラブとしては、
単独で1チーム作ろうと思っております。噂による
と北と南が合同で1チーム作るという話なんですが
西は是非、うちのクラブだけで1チーム作りたいと
思います。後程、名簿を渡しますので出席できる方
は名前だけ書いてください。50歳未満のメンバー
は必ず出席ということで越智キャプテンが目を光ら
せておりますのでよろしくお願いいたします。以上
です。



健康増進委員会	 増井信也委員長
　みなさんこんにちは。健康増進
委員会ですがみなさんのお手元に
行っているかどうかわかりません
けども、健康新聞というのを出し

ましたのであとで時間があれば読んでいただけれ
ばと思います。今回は世界的に権威のある医学雑誌
というのを5つあるんですけどもその中の最近のト
ピックスから3つ挙げてます。意外と権威ある雑誌
でも内容としてはそこまでレベルの高くないという
ような印象のものなんですけれども、みなさんでも
理解できそうなものを選んでおりますのでわからな
いことがあればあとで私に聞いて頂いても結構です
し、一応、解説と自分の論文に対するコメントも書
いてありますのであとで読んでください。以上です。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　上垣香世子会員
三野宮　功会員　先週、和歌山で
　　　　　　　　 全日本空手道連
　　　　　　　　 盟剛柔会主催の
　　　　　　　　 海外セミナーで

　　　　　　　　司会、通訳、指導を行ないました。
　　　　　　　　そのあと、全国大会の審判をして、
　　　　　　　　忙しい4日間でした。
深澤　知博会員　 会員増強いろいろとお願いばかり

ですが、一年間よろしくおねがい
します。

久保　忠正会員　 銘酒会の総会が25日シャーベッ
ト状の日本酒と酒のさかなには夏
魚、はもをいただき盛会でした。

笹井　祐三会員　 四人目の孫が誕生しました。名前
は瑛太です。ちなみに、四人とも
男子です。

大友　広明会員　 国際カントリーでオープンコンペ
トヨペット杯でベスグロ優勝いた
しました。若林社長ありがとうご
ざいました。

上垣香世子会員　 7月22日、ロイヤルベビーと同じ
日に八人目の孫が誕生しました。

小甲　哲士会員　 半数近くの方、7月中に会費等の
入金感謝致します。

　みなさんこんにちは。今日は会員増強委員会の担当例会ということで、
会員増強委員会一年間の活動についてと、そして会員増強委員会だけ活
動しても増強できないのであって、みなさんに本当に一年間ご協力をお
願いしたいと思っております。まず、みなさんのテーブルに資料が配布
してあるわけですけども、一つ目としてこういったグループ編成の表、
これが 2 枚あります。それから新会員候補リストというのが 1 枚。これ
はグループ名はつけてもつけなくてもいいと思うんですけども、責任を
もって帰って頂いて管理をお願いしたいと思います。まずはじめに、こ
のグループ編成の表なんですが、横に書いてあるのが生まれた年です。
これを見てこちらから大先輩、2 番目の大先輩ということになってますの
で自分がロータリーの中でどのくらいの位置の年齢なのかが一目でわか
ると思います。上からこの編成が家庭集会の第 1 班、第 2 班になってお
ります。ただ、第 7 班だけが 3 役グループということで別になっており
ます。このグループ編成の中で上から 2 番目を鈴木会員に担当して頂き、
それから 3 番目、4 番目、3 役グループを私が担当して、一番下の 5 番
目と 6 番目を河西副委員長に担当して頂きます。毎年会員増強はグルー
プ分をやっているわけですが、職業とか色々な会合、団体で今までは分
けてきましたが、ロータリーは 1 業種 1 人ということで何かと同業間で

▪プログラム　 会員増強委員会　深澤知博委員長

　　  「会員増強の一年間の活動計画について」



色々不都合があるのではないかと想像しまして、同じ年代であれば同じ
年代の人を新入会員として推薦できるのではないのか、ということで一
年間このグループで和気あいあいとやって頂きたいと思います。このグ
ループ編成を元にリストがあるわけですけども、まず、家庭集会が終わ
るまでに新入会員リストを出して頂きたいと思います。それは縦のその
中のリストであって今までは横のつながりはあまりなかったと思います
が、それをまとめてみなさんに今後情報提供していこうという形で考え
ております。ですから、家庭集会終了後までに項目を漏れなく記入して
頂きたいと思います。これは最低 10 名の欄がありますが、5 名は必ず書
いて頂きたいと思います。それから、そのリストの中で書いた人と、こ
の人なら自分が強力に入会を勧められるのではないかという横の情報も
会員増強委員会の方に寄せて頂いて大勢多数でその人を攻めていきたい
という風に思っております。みなさんのパワーで新入会員を加入させて
いくという形にしていきたいと思います。それから、毎年こういったリ
ストを出してそれで終わりで 3 役がやるのか会員増強委員会がやるのか
ちょっとあやふやな部分が結構今まではあってきたわけですけども、こ
こでお願いなんですが、そのグループで必ず 1 人から 2 人を新入会員と
して挙げて頂いて入会をさせて頂きたいと思います。ですから、今まで
ですとリストを出してそれで終わったわけですが、そのグループの中で
責任を持って 1 人挙げてもらう。今このグループが 7 グループあるわけ
ですけども、今、西ロータリーは 66 名ということになっておりますの
で 7 名増員すると 73 名になります。それで今帯広が 89 名。北が 67 名。
西が 66 名とそして東が 38 名で南が 73 名です。なのでみなさんが 7 名
やって頂くとゴルフでも勝ったし会員数でも勝てるということで必ず南
には勝ちたいと思います。これを達成しますと市内 5 クラブの中で 2 番
目ということになりますので是非、各グループの結果を出して頂きたい
と思っています。これで一年間だらだらだらだらやるのではなく、私の
考えとしては 12 月上半期をめどに一つ目標をみなさんで達成して頂きた
いなと思っています。あとの後半は退会防止について活動をやっていき
たい。ロータリーの統計で 3 年未満で辞めていく方が結構多いというこ
とでロータリー情報委員会と協力をしながら新入会員のフォローをして
いくという形に力を注いでいきたいなと思います。それから、3 回の担当
例会があるわけですが 4 月 24 日の夜間例会、この日を一年間の集大成と
して新入会員歓迎会としたい。若干、予算がないものですから各自負担
して頂く場合もあるかと思いますが、盛大に新入会員増員で 73 名を達成
してみなさんで美味しいお酒を飲みたいなと思います。ということでざっ
と説明したわけですけれども、この会員増強の担当の鈴木会員と河西会
員と家庭集会の方にもなるべく顔を出したいと思っていますが今日、急
遽 2 人休みですけれども必ず家庭集会の方には顔を出したいと思ってお
りますので連絡の方もよろしくお願いしたいと思います。あと 15 分しか
ないわけなんですけども、各グループでこれからの半年をどうやってい
くかということをみなさんで話し合って頂いて今日の例会を終わりたい
と思いますので、よろしくお願い致します。ほんとに南には負けないぞと。
どうしても 70 名以上ということでみなさんの頭の中に刷り込んで頂いて
ご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。終わります。




