
齊藤　憲生
奥田　頼昌

会　長
幹　事

佐藤　　聡
石原　英樹

副会長
副会長

横田　幸宏
太田　　豊

会場監督理事
プログラム委員会理事 （副）森　　房明委員長  北川　勝啓

発行：広報委員会

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

■RI第2500地区テーマ■

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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会長報告 齊藤会長
　皆さん、こんばんは。会長報告を致
します。朝夕毎日が、段々寒くなってき
ました。皆さん、お風邪を召さない
ように注意して下さい。
　さて、会長報告の時にいつかは話
したいと思っていた本がここにあります。迷った時に、
必ずひもとく本です。本のタイトルは「シュミレーション
　世界の社会心理学」と言う本です。その中に、「集団
間交渉におけるリーダーシップ」と言う章があり、集団
とは?そしてリーダーシップとは?が、書かれていて、さ
わりだけ紹介いたします。
　リーダーシップは、天性に基づくものだという主張
がってあったが、今やリーダーシップとは日々の努力の
積み重ねで磨かれていくものと認識されている。そし
て集団内で他者か影響される以上に他者に影響でき
る事、つまり簡単に言えば、口火を切る人物、相対的
に発言量の多い者、知識をよく提供する者、課題をう
まくこなす者、などが実際にリーダーに選ばれやすい。
そして集団において、これを組織と置き換えます。組
織の初期段階では課題志向型リーダー、成熟するに
つれて人間関係志向型リーダー、もっとも成熟した集
団においては自由放任型リーダーが歓迎されると、書
かれています。そしてリーダーには任命型リーダーと選
出型リーダーに分けられ、選出型リーダーの方がフォ
ロアー（部下）より大きな支持を得られる。皆さんが所
属している集団ではどうでしょうか。
　さて今日は報告事項が一つ。「RI2500地区第6分区
次年度ガバナー補佐」の件ですが、「歴代会長会に委
ねる」と、以前皆さんに話しましたが、先程、臨時理
事会において、川上哲平委員長により、次年度ガバナー
補佐に川田章博会員を推薦したいとの答申があり、理
事会で満場一致で承認しましたので、ご報告致します。
　ガバナー補佐の仕事は、今年であれば、十勝館内
の11のクラブを年4回、つまり44回訪問する、そして
最大のイベントはIMを仕切ることであります。次年度
ですから、当然、平田年度であります。セクレタリー

も必要です。随行者も必要です。平田エレクトを始め、
皆さんのご協力がなくてはなりません。帯広西クラブ
が恥じないように、川田章博次年度ガバナー補佐をフォ
ローしていきたいと思います。皆様に、宜しくご協力を
お願いして、会長報告を終わります。

ガバナー補佐エレクト挨拶 川田 章博 会員
　昨夜、台北から帰ってまいりまして、
今日の理事会でガバナー補佐の件が
図られているということで、願わくば
平田エレクトから待ったがかからない
かとも思いましたが、選考委員長の川
上大先輩から深 と々頭を下げて、何とかガバナー補佐
を引き受けてほしいというお話をいただき、私ごときに
大変申し訳ないと思っております。
　7月から9月までは大繁忙期（ばんば、マルシェ、剣
道の大会）でもあり、当初はお断りすることを考えてい
たのですが、大先輩から私のことを思ってがんばれと
言っていただいたので、ありがたく思い腹をくくりまし
た。
　ただ、奥エレクトには44回は絶対行けっこないと事
前にお話しして、その代りお返しはするからと伝えてあ
ります。クラブの皆さんにはIMをはじめとして、時間
的制約はもとより大変ご迷惑をおかけいたしますが、
私のガバナー補佐をサポートしていただくというより
は、この西クラブが第6分区のホストになるということ
ですので、クラブの名誉のためにもご協力お願いいた
します。
　皆様方には、会長の時もサポートしていただきまし
たので、今回もはしごを外すことなくご協力いただきま
すことをお願いいたしまして、まだ正式には決定してお
らず理事会での承認ということではございますが、ま
ずはご挨拶とさせていただきます。
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会務報告 奥田 頼昌 幹事
①帯広西RC、10月31日㈭の例会は、休会と致します。
②帯広北RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　11月22日㈮午後6時30分
　場　所　北の屋台
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月25日㈪午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月28日㈭午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

委員会報告 
健康増進委員会 丸崎　茂副委員長
皆さんに健康新聞第2号をお配りしま
したので、健康にご留意ください。

例会出席状況報告 田中利昭委員長
9月の出席状況を報告します。
2011回　68.33 ％、2012回　
68.85 ％、2013回　72.58 ％、2014
回　82.54％　9月の平均　73.1％　
73％という出席率は決して良い数字とは思いません
が、もう少し良くしたいと思っておられる方は積極
的に例会に参加したり、メーキャップに努めていた
だければと思います。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　久保 忠正会員
川上哲平会員　 第6分区ガバナー補佐

を川田章博直前会長が
引き受けてくれまし
た。選考委員長の重責
を果たしました。

深澤知博会員　 本日、担当例会です。各班増強1名
よろしくお願いいたします

高田晃一会員　 10月17日担当例会出席していただ
いてありがとうございました。近藤
副委員長にはお世話になりました。

増井信也会員　 先日の釧路地区大会親睦ゴルフコン
ペで優勝しました。

堂山啓太会員　 昨日、某銀行ゴルフコンペで優勝し
ました。ただ、調子に乗って今日も
ゴルフしたら3ホール目で、ぎっく
り腰になり仕事に戻ることになりま
した。

■プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員増強委員会　深澤知博委員長
　今日は前回の第1回家庭集会での内容を第1班～7班まで、各班3分程度で発表してい
ただきます。
　先日の会議で会員増強と退会防止について話し合っていただきましたが、退会防止に
ついては後日、平田エレクトに託そうと思います。各テーブルに新入会員リストが配布
されておりますが、会社名等々の個人情報が載っておりますので、例会終了後、回収さ
せていただきます。また、他の班でリストアップされた中に知り合いがおられましたら、その横にご自分の
名前を記入してください。その他、入会させたい人がひらめいた方は空欄に名前と会社名を記入してくださ
い。このデータをもとに、個人で落としに行くかグループで攻めるか等の戦略を練って、情報提供していき
たいと思います。
　現状、帯広5ロータリーの中で4番目の会員数です。ガバナー補佐も決まったということで、南を抜いて
何とか2番目のロータリーになってガバナー補佐を輩出したいということもありますので、各班1名以上の
会員増強をぜひともお願いいたします。それでは、まず第1班、大先輩のグループの尾藤会員よろしくお願
いします。

尾藤　輝幸 会員

家庭集会の報告をさせていただきます。今回は1班と2班の合同で開催しまして、
1班は8名全員の出席でした。
1班は2名の方をリストアップしております今は亡くなられてしまった主人役の河
合さんが新入会員を口説きに行くときは、会長、会員増強委員長、紹介者の最強
の3名で行ってほしいということを言っておられたのでくれぐれもよろしくお願
いします。

ニコニコ
 献　金 （10月24日現在）円累　 計

10月24日 円　10,000
238,000



本田　美喜男 会員

2班は1名をリストアップしており、1班と合同で開催しましたので、私の方から
は退会防止について話し合われたことをご報告します。退会防止では6つの項目
があげられ・退会理由は会費の問題ではない・仲間外れにしないよう心掛ける・
幅広くクラブの活性化を図ってほしい・早いうちにいろいろな委員会を経験した
ほうが良い・年齢とともに例会に出るのが億劫になる・欠席が目立つようになっ
た時、周りのメンバーが手を差し伸べる、以上のような意見が出されました。

上垣　香世子 会員

第3班は1名リストアップしまして、ほぼ入会が確実ということですでにノルマは
達成しました（笑）
会員増強の目標を達成するためには・新入会員を勧誘したくなるような楽しいク
ラブづくりをしてほしい・出会いと知り合いの場であることを強調する・まず自
らが楽しく学んでいることが大事・入会候補者にお酒が出る夜間例会を体験させ
たい・入会候補者に対し、複数の紹介メンバーがいる場合、メンバー間の意思疎
通を図り連携する。
退会防止に関しては、・年齢及びロータリー歴を考慮したバランスのとれた役員
人事を行う（ある程度年功序列の方が良い）・夜間例会はアルコールを出すべき・
会場の雰囲気を良くする・一番大事なのは人と人とのつながり・出席することで
多くの人と出会い、学べることも多い・年会費を下げる、以上のような意見が出
されました。

江口　文隆 会員

第4班は会員増強で一部ほかの班と重複がありますが、7名の方をリストアップし
ております。退会防止では、・せっかく高い会費を払っているのだから、楽しく
やる・あまり堅苦しくしない・会員相互の協調性を保つ、以上のような意見が出
されました。

萱場　誠一 会員

第5班は3名の方をリストアップしております。退会防止については・新入会員は
入会後3か月は、紹介者と各テーブルを回って顔と名前を覚えてもらう・新入会
員（入会後3年未満）の勉強会を入会後3か月、半年くらいにそれぞれ1回行ったら
どうか・紹介者は新入会員を3年間は絶対退会させないという強い気持ちをもっ
て面倒を見る・入会後3年間は必ず地区大会、ペッツ等の大会に参加する仕組み
を再構築すべき・お酒を飲む機会を増やすことで打ち解けやすくする、以上のよ
うな意見が出されました。

米田　慶司 会員

第6班は9名をリストアップしております。退会防止について・経験年数の少ない
会員に積極的に声をかけてきやすい雰囲気にする・仲間づくりを推薦者が積極的
に手助けする。また、　会員増強のためには・公開例会をやってはどうか？以上
のような意見が出されました。



平田　利器 エレクト

第7班では会員増強について、齊藤会長と私、平田で2名ずつの新入会員を入会さ
せるということでまとまりました。勧誘にあたっては会長も動くべしという報告
があげられておりますので、積極的に動いて行こうと思っております。
退会防止について・ロータリーを勉強する以前にみんなで一緒に行動する・特に
入会2～3年後のメンバーにはロータリアンとしての誇りと自覚を持っていただ
く・普段のお付き合いから目に見えない人と人とのつながりを磨いてほしい・会
食の場は単なる食事の場ではなく、貴重な情報交換の場である・推薦者の方はもっ
と責任をもって新入会員をフォローしていただきたい・やめそうなメンバーには、
もっと細やかな心遣いをすべき・退会者が出た時、退会理由等を分析する
以上のような意見が出されました。

深澤　知博 会員増強委員長
各班でリストアップしていただいた新入会員候補は、今後必ず当たっていた
だいて、その結果を各班の責任を持ってこちらへご報告ください。各班が1名
増強しますと73名となって南と並びます。くどいようですが何卒よろしくお
願いします。
最後に河西副委員長に家庭集会に参加した感想を発表していただきます。

河西　智子 副委員長

私は5・6班に参加させていただきました。深澤委員長のアイディアでお酒を飲み
ながらの家庭集会の開催ということで、特に6班は女性のいるところでの開催で
したので、会議になるのか心配でしたが、図らずも次から次へと推薦者の名前が
上がっておりました。もちろん規律が重んじられますが、楽しい雰囲気も良いも
のだなぁと家庭集会に参加して思いました。皆様新入会員の勧誘の方、よろしく
お願い申し上げます。

＊例会中に発表されました新入会員推薦者については、内部資料でもありますの
で、お名前等はあえて伏せてあります。　


