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会長挨拶� 板倉利男�副会長

皆さんこんにちは。石川会長で

ございますけど、日曜日に女房と

一緒に見舞いにいってまいりまし

た。非常に元気にしておりました

が、先程古川さんに聞いたら昨日

退院したそうです。10日からいよ

いよ出てくるそうです。私はもっ

と長くやりたかったですけど、そういうわけにもいきま

せんで、そんなことで元気にしておりますのでよろしく

お願いいたします。

2016年・2017年度2500地区内において「会員維持率100

％を達成されました」という事で前駒形ガバナーからの

クラブに対しての表彰を頂いております。この間30～45

年の間在籍して出席優秀であることから、それぞれお三

方にバッチを頂きましたのでさし上げます。まずは福岡

さん。どうにもわからないのがこれからの２人でござい

ます。金尾さんと西藤さん、これなら私ももらえるはず

でないかと…。ということでございます。

それからもう一つ、以前に北海道新聞に福岡さんの記

事が載っていました。この中にどうも気になるところが

ありまして、最後の方に「シベリアでは生ずるい（ずるが

しこいと思われていたのかもしれません）」とそんな記事

が載っていたのですが、そんなことがあるわけないと思

うわけですが。新聞記者のインタビューでのやり取りを、

福岡さんとやったこの方がこの記事を書いておられるわ

けですが、どういう意味で書いたのチョットかわかりま

せんが、私はチョット気になる福岡さんのためにも、名

誉のためにもそんなことではないということを、一言申

し上げたくてお伝えをしたいと思います。

もう10月に入りまして後残すのは３カ月チョットにな

るわけですが、皆さんもそれぞれ年末に向けて、いよい

よエンジンをフル回転というところではないでしょうか。

だんだんと私どもの業界も含めてですが、どうも若手が

不足しておると労働力が不足している、特に技能者が不

足している。そんなところなのですが、困ったもので新

聞をみますと、一部上場のトップクラスの大手だけが利

益を出しておりますね。我々地方のローカルの中小零細

企業には、まだまだその恩恵はまだのようであります。

１つ年末に向けて皆さんどうぞお元気で、そしてそれぞ

れの会社が立派な業績を上げられるよう。頑張っていた

だきたい。ということを申し上げて、いよいよ私も最後

の会長挨拶、代行挨拶を終わります。どうもありがとう

ございました。

会務報告� �古川直也�幹事

◎�10月６日（金）に交通安全のキャンペーンがございます。

後程、詳しくは大塚委員長の方から案内があろうかと

思います。

◎RI第2500地区大会（網走）開催のご案内

　日　時：平成29年10月６日（金）～10月７日（土）

　場　所：網走市民会館
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　《大会２日目（７土）》

　　登録受付　　　　　８：30～　網走市民会館

　　本会議（午前の部）　９：00～12：00　網走市民会館

　　本会議（午後の部）　13：00～17：30　網走市民会館

　　大会記念大懇親会　18：00～19：30　網走セントラルホテル

◎帯広東ＲＣ、移動例会（職場訪問）開催のご案内

　日　時：平成29年10月17日（火）午前10時30分

　場　所：明治乳業十勝工場

　　　　　（明治なるほどファクトリー十勝）

◎帯広東ＲＣ、夜間移動例会のご案内

　日　時：平成29年10月24日（火）午後６時30分

　場　所：幕別パークホテル悠湯館

◎�10月28日（土）音更ロータリークラブの25周年記念のパ

ーティーということで案内が来ております。

◎帯広東ＲＣ、10月31日（火）は休会と致します

委員会報告� 社会奉仕委員会　大塚正昭�委員長

今古川幹事に少し触れて頂きまし

たけど、今週金曜日に行われます、

交通事故・死亡事故０運動・十勝交

通事故ストップ十勝100作戦の街灯

啓発の旗振りですけど、場所がまだ

決まってなかったのですけど、最終

的に場所が決まってきました。３カ所あるのですけど、

この内私たち東ロータリーが与えられている所は、十勝

機動警察隊西側国道241号線になります。西側というこ

とでよろしくお願いします。

前回もお話しましたように、雨が少しでも降ったら中

止ということだそうです。後天気がいい場合は５分前ま

でには集合して頂きたいと思います。

駐車場につきましては総合体育館の南側半分というこ

とです。そちらの方に駐車して頂きたいと思います。旗

振り時間につきましては、４時から４時半までというこ

となのですから、それぞれ集合して頂きたいと思います。

ニコニコ献金� 親睦活動委員会　大池梨華�委員

毅板倉副会長　以前いた留学生が２

週間の予定で里帰りです。

毅古川幹事　結婚記念日のお祝いを

頂き有難うございました。

毅齊藤蓮輝　本日プログラム担当で

す。宜しくお願い致します。

毅上野会員　結婚記念日の日です。”めでたさ”も老いと

ともに、何とやらの心境です。

毅池田会員　新入社員がはいりました。期待しています。

出席報告� 出席・プログラム委員会　上野敏郎�委員長

　９月５日　1581回例会　

　　会員数37名　計算に用いる会員数32名

　　ホームクラブ出席者26名　メイキャップ出席者２名

　　出席率87.5％

　９月12日　1582回例会　

　　会員数37名　計算に用いる会員数32名

　　ホームクラブ出席者24名　メイキャップ出席者３名

　　出席率84.3％

　本日のホームクラブ出席者27名です。

プログラム� 会員増強・ロータリー情報委員会

【クラブフォーラム】

テーマ：【ロータリーに関してのクラブフォーラム】
　齊藤蓮輝 委員長

こんにちは。今日は私どもの委員

会のプログラムでございます。先だ

ってご案内いたしましたときには、

各テーブルこどに自由に討論しても

らうと、いうことでお話ししました

が、今日は全体的にやろうというこ

とで、先程緊急委員会を開きまして皆さんからそれぞれ

意見を出してもらう型式に変えさせて頂きますのでよろ

しくお願いいたします。

まず今日は会員増強につてございますが、本題に入り

ます前に先だって９月19日の時にアンケート調査をお願

いいたしました。その結果を先に報告させて頂きます。

現会員数は37名でございます。その内回答が31名の方

から回答を頂きました。ありがとうございました。

１番目　今のロータリーは好きです？

　これに対して「はい－19名・いいえー３名・どちらで

もないー９名」でした、この中でとくにプッシュしたい

のは、「いいえ」の答えなのですが会員歴20年以上の方か

ら１名、30年以上の方から２名、今のロータリーはチョ

イと問題があるのではなかろうかということで「何でも

ありのロータリーには魅力はない」「人集め、金集め、そ

して財団が、ロータリーの主役となっている」とか手厳

しい返答もございました。逆に「年数を重ねるごとにプ

ラス指向にとなる」というような意見もございました。

２番目　今の帯広東ロータリークラブは好きです？

　ある意味ナンセンスだと言われる方もいると思います。

まえにお話しましたようにシンプルな意味でお聞きしま

した。実は答えが「はいー28名」「いいえー０」「どちらで

もないー２名」「無回答ー１名」です。書いてありますよ

うに「会員同士のコミュニケーションが良くなる」だから

今の東ロータリークラブは好きですよ。これが大体の全

体的な雰囲気だと思います。

３番目　�2016より、例会頻度、出席、会員資格などに変

更がありましたどう思いますか

　「賛成が６名」「反対ー７名」「どちらでもないー15名」「無

回答ー３名」であります。賛成の中で10年未満の会員さ

んの内３名が賛成です、賛成の中に20年以上が１名、30

年以上が２名おられました。反対は７名ですがこれは10

年未満の会員さん１名、10年～20年で１名、20年～30年

２名、30年以上が３名という答えでございましたが、や

はり反対が７名ということは、今の考え方には疑問をも

っていることでございます。ただ私どもはあくまでも東



ロータリークラブの会員でございますので、この東がど

うこれから発展していくかということに重点を置きたい

と思いまして、現在の会員は37名であるけれども会員数

は今のままでいいのだと説明いたしましたら「はいー２名」

おられました。増やすべきだということが「40名～50名

ー17名」「50名～60名ー10名」「60名以上が１名」こういっ

た方が増やした方がいいということがありました。「まず

は40名に」行こうよという方、それから「一定以上いない

と財政が苦しいマンネリ感が生まれる」また「プログラム

に影響する」（財政難になる）というご意見ががざいました。

現在の東ロータリー平均年齢は66歳であります。2001

年の時は平均年齢は58歳でございましたから、約10歳年

を取っていると年を取っているから駄目だとはいいませ

ん、ただ内訳としては60代以上が27名おれらます。20代

が１名ですけど１番多いのは70代が14名です、60代が11

名、90代が２名、ですから37名中60代以上が72％です。

30代は０です、後40代と50代ですが40代が６名、50代

が３名ということで、30代40代50代が少ないことはこれ

から５年後10年後をみたときに、会員がドンドン増えて

くれればいいのですが、やはり今真剣にやらないと、正

直いって私個人は会員を集めろ集めろというのは昔はず

いぶん反発しました、人集め金集めかということで、反

発した時代もありましたが、ただ我が東ロータリークラ

ブが今37名まで減ったということは、この辺で先程いい

ましたように60代以上が72％という数字が大変きつい数

字でございますので、真剣にここで考えなきゃいけない

ということで、今日は提案をさせてもらいます。

皆さまの手元にもう１枚資料があると思います。今日

10月３日例会で会員増強ということで出しております。

この中でいろいろ書いておりますが「職業宣言」皆さんご

存じの方多いとかと思いますけど「職業宣言」その前は「ロ

ータリアン行動模範」となっておりますが、2014年10月

に４項目に修正されました。つまりそれまではそれぞれ

事業や職業における特典を、他のロータリアンに求めず

また与えることなかれといって、会員同士の取引だとか

そういったことに対して、ダメだといわれまして、それ

に対して私は20数年前に入会したときそうなのかなと、

ロータリーの始まりを勉強したときには、前に申し上げ

ましたけど「親睦と奉仕」その奉仕はその後で親睦と仲間

同士の取引を大事にしようということが、突然途中から

取引とかそういったことがダメだよと、私が入会したと

きは会員同士のサービスはいかんよと、ある先輩にいわ

れたこともありました。しかし腹のなかではそうなのか

なとチョット違うじゃないかと、ただ商売ばかり結び付

けることはこれは当然いけないことです。

これは私の記憶ですが間違っていたらごめんなさい。

確か５～６年前に現在の板倉副会長が卓話で「会員同士

の取引については特別なんら問題はないのだと、もちろ

ん節度のある取引は必要だけど、会員同士助け合うこと

については何ら問題がないと」いうような卓話を聞いた

ことがあります。私は覚えてますけどもし間違っていれ

ば後で訂正をして頂きたいと思いますが、会員同士の取

引あってしかるべきだと思います、もちろん節度はあり

ます。

ロータリーの友の今年の８月号に、大宮西ロータリー

クラブで「３本の矢でロータリーの魅力をＰＲ」となって

おります。中から抜粋したのですがこれには簡単にいう

と、奉仕だとか親睦はもちろんだけど、その他にお互い

の親睦と奉仕に事業上の利益をお互いに増大をしていこ

うじゃないかということで、そういったことも取り上げ

て３本の矢でロータリーの魅力を伝えたいと、その結果

読んで頂ければわかるのですが100名位いた会員さんが、

大変減って40名位になった。それぞれが頑張って特に40

代50代の若い会員さんが一生懸命頑張って、40数名の会

員が今は倍くらいになってしまった。ということでござ

います。ただ増やせよという意味ではありません。ただ

内のクラブは今チョットこのままいくと、構成が60代70

代が中心になってきてますから、少なくても40代中心に

もっと増やさなければ、これからのクラブの運営に支障

をきたす。今年は例会の休会が通常を４回のところ８回

に増えてます、これはそうならないように少なくても、

今のままではダメだと会員数を増やすべきだと、いうこ

とが大多数をしめているわけでございますので、どんな

やりかたがいいのかこれから私の方で無作為に指名させ

てもらいますので、どのようにしたらいいのか今までの

いろんな各年度で努力してきました。かつては向こう３

年間で15名増やそうとか、当時の会長が中心となって一

生懸命やりました。いろんな事をやりながらきたのです

が、今全ての会員さんが１人１名増やすという気持ちで

やらないと、追いつかないという時代になってきたと思

います。

それではお願いします。三役から加藤昭治さん。１つ

会員を増やすためには今までいろんなことやってきてま

す。何かご意見ございましたらお願いします。

加藤昭治会員

石川年度出発にあたって、会員増強をどうするかとい

うことで、プロジェクトを作ってそしてやるということ

がケースがありますけど、なおいっそう具体的に１人２

人でやってはどうしようもないので、せめて３・４人と

か５人位までのチームを作って、実際30名位いますから

６班位作って、その中で話し合いをしながら人を探し出

していく。具体的に少人数で少なくても月に１回、出来

れば週に１回集まって、その中でいろんな話し合いをし

て活動したこともあります。その中で何人かは入会され

た方もいます。

ありがとうございました。

次は40代から角会員１つお願いします。

角高紀会員

私は入会してそんなに経ってないのですが、私の場合

は入会動機というのが先代の父親が入っていまして、ご

縁をいただいて入会したということで、今の私があると

思うのですけど、僕らの年代ではロータリークラブとい

うのはハードルが高いというイメージが合って、その辺

を上手く説明を出来るかと思ってます。そのためには今

年委員長という役割を頂いてロータリーの良いところを



◎閉会宣言� 深澤佳世子�副ＳＡＡ

◎点　　鐘� 板倉利男�副会長

次回プログラム予定� 社会奉仕委員会

　10月10日（火）「ゲスト卓話」

　　　　　　　帯広共同募金委員会�幹事�黒田泰好�様

知ってもらう。そのあたり自分自身はまずはロータリー

の決まりをわかった上で僕らの年代の仲間達にロータリ

ー話だと絞って話ができないと中々難しいのかなと思っ

ていますので、私個人で動くとすればチョット理解を頂

いてロータリーのことをもっと深く、自分にとっても納

得したときに、このときこそ回りの候補者の方々達に自

信をもっておすすめできるのかなと、個人的には声を掛

けていますのでそのような状況であります。

はい貴重な意見ありがとうございます。

今、角会員がいわれましたことは貴重な意見です。や

はり自分達がロータリーを知って、またクラブは楽しむ

んだということが１番大事なことだと思います。是非角

会員には期待しておりますのでよろしくお願いします。

次は西田会員お願いします。

西田重人会員

先日のアンケートなのですが、「今の帯広東ロータリー

クラブは好きですか？」という質問には、はいと答えま

したが、「今のロータリーは好きですか？」という質問には、

いいえと答えたように思います。僕は東ロータリーは大

好きですけど、僕が入会したとき家庭集会みたいな事が

あって非常に楽しかった思い出があります。

親睦あってのロータリーだと今でも思ってますので、

とにかくお祭りみたいなことが好きなので、そういうこ

とで人間関係が培われているのではないかと思いますの

で、今のロータリーは、チョット何をやっているのかわ

からないことがあって、特にロータリ財団委員長やって

おりますけどわからないです。勉強はしてますけど難し

いなと思っています。

ありがとうございました。

次は上野会員お願いします。

上野敏郎会員

会長をしていたときに極めて、今西田さんが親睦のお

話をされておりましたけど、親睦というところまで頭が

回らなくてロータリークラブとは何ぞや、これは長い間

世界中にロータリーが存続してきたのは何ぞや、問いか

けを自分でやっておりまして、それは組織というものは

しっかりして、組織に原理原則があるから続いてきたの

だと思っていました。原理原則わからないものですから、

原理原則を追い続けてきたと思います。雰囲気的には楽

しくなったのかなと思っています。

ロータリークラブの原理原則をきちっと持たないと、

やはりロータリーの魅力を発揮できないと思っておりま

すので、自分で気よつけながらロータリの魅力を話して

いきたいと思います。少しでも会員増強に貢献できれば

と思います。

ありがとうございました。

70代の方から鎌田勉会員お願いします。

鎌田勉会員

やはり会員が多いときの状況も体験もしております。

それから今の会員数になったギャップですね、この辺は

どうだったのかと思いますが、まず若い方が積極的にク

ラブの行事に参加して頂くということで、若い方が楽し

さの感覚をもって頂きたい。そうすればお自ずと友達と

か仲間とかに進めることが出来ると思います。

昔の友達となると限られた年齢の方になるのでむしろ

この前あるところで若い方にお合いをしたのですが、そ

の方が礼儀正しく先輩に対してはきちっと対応して頂い

て、私の年代からするととても感じがいいですね、とて

も好きだと思いましたので、若い方にできる限り声を掛

けていますが、中々皆さんご存じのように、今の経済状

況の中で奉仕団体に入って、皆さんと共有した喜びを分

かち合いたい方がなんとなくなく少なくなってきた、私

も含めていろんな場所で多くの方に声を掛けて頂けるの

がいいかと思います。

本当は沢山の方にお話を伺いたいのですが、時間の関

係で、また今度機会をもうけたいと思います。

最後にまとめの話として板倉副会長お願いいたします。

皆さんのお話にあった通りでございまして、１つには

若い人がなかなか入ってこない、これは理由であります。

今の40代の人達はいろんな所属する「勉強の会」「活動の場」

があり、私どものときはありませんでした。私は青年会

議所に所属しておりましたけど卒業したらロータリーに

入れということでした。いろいろあったけど結局詰まる

ところは、ここに座っている皆さんひとり一人がこの会

は楽しいと、この会は良いという思いがなければ人が来

るというのはなかなか難しいのではないかと、もっとも

っとお互いにやることがあるのかなという感じがしてお

りますが、先程西田さんが話をしておりましたけどその

過程で飲んだり食ったりすることも、たまにあったらい

いのではないか、そんなことでもっともっとやることが

あるのかなと感じておりますが、どうぞよろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。

本当に今日は時間の足りないところ、これでお開きに

したいと思いますが、お許しいただきたいと思います。

また何か思いのある方はどうぞ委員会・私の方までドシ

ドシご意見賜りたいと思っています。これで私どもの委

員会プログラム終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。


