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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          亀岡会長 

    

 

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「手に手つないで」 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ソングリーダー 長江 孝文会員 

    

    

    

    

・・・・誕 生誕 生誕 生誕 生 祝祝祝祝    

    堤 達也会員  Ｓ49. 12. 1（44歳） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。 

本年度例会第19回目の会長挨拶をさせて頂きます。 

本日の例会は家庭集会報告例会となっております。

19日と 21日に A、Bグループ分けて家庭集会が行わ

れました。私もAグループに参加した中、改めて会

員増強及びクラブ運営の大切さを学びさせて頂きま

した。後ほど各グループの発表者から報告をお願い

いたします。 

明日から12月に入りますがRCの疾病予防と治療月

間に入ります。年末を迎え気温が下がる中、雪の便

りが本格的になります。皆様に置かましても何かと

忙しい期間になりますので風邪など引かぬよう体調

管理に気を付けて頂きたいかと思います。 

私自身も単純疱疹にかかり余り体調が思わしくあり

ませんが気を締めて行きます。 

又、私達業界からのお願いですが、これからの時期、

除雪が始まりますが行政の厳しい予算の中の地域貢

献事業ですので、スムーズに作業を進めるため、路

上駐車禁止や道路への雪出し禁止などにご協力を宜

しくお願い致します。 

もう一つですが、冬期間の水道管凍結にご注意願い

たいと思います。近年は機密性の高い住宅が多いで

すが数日間留守するとか、古い住宅などは凍結が考



えられます。 

器具や配管などは一度凍ると破損の可能性が有り、

工事金額が多く掛かりますので会員の皆様に置かれ

ましても水道管凍結及び水抜きに気を付けて頂きた

いと思います。最後になりますが、断水、ブラック

アウトに備えいざという時、家庭や職場で誰でも簡

単に使える携帯トイレの備蓄を考えてみてはいかが

でしょうか。 

以上、本年度第19回家庭集会報告例会の会長挨拶と

いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****        RI 日本事務局より 12月のロータリーレート 

1＄ 112円です。 

****    釧路北・西・東・ベイRCより 12月のプログラム

が届いております。 

****    根室RCより 12月のプログラムおよび会報が届い

ております。 

****    釧路市共同募金委員会より平成 30 年度「赤い羽

根共同募金」および「市民歳末たすけあい募金」

運動への協力依頼文書が届いております。 

****    釧路市平和都市推進委員会より「第 32 回 平和

のつどい～被爆体験伝承講話」の開催についてご

案内が届いております。 

****    RI2500 地区 オンツーハンブルグ委員会より

「2019年 ロータリー国際大会参加旅行」のパン

フレットおよび登録案内書が届いております。 

****    合同事務所よりメールで本日の例会案内と 12 月

のプログラムが送られておりますので、速やかに

出欠連絡をお願い致します。また過日、合同事務

所のパソコンが故障し、全データが復旧できてお

りませんので、今回のメールが届いていない会員

におかれましては、私までご一報ください。 

各資料は回覧しておりますのでご一読ください。 

 

 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 堤 達也会員  誕生祝として 

 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告家庭集会報告    」」」」        

                                                                    担当担当担当担当    クラブ運営クラブ運営クラブ運営クラブ運営委員会委員会委員会委員会    

◆Ａグループ 長江 孝文会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。 

長江建材の長江です。 

１１月１９日、居酒屋達にて１９：００スタート、

１５名のメンバーで会員増強やクラブ運営について

話し合いの場が持たれました。 

今回の発表にあたり私の意見も内容の中に組み込ま

れておりますがロータリーに入ってまだ半年程度の



私の意見ですので間違っている意見も多々あると思

いますが怒らず、気になさらず、流して頂ければ幸

いです。 

 

① 会員増強について 

メンバーより様々な意見などが出ました。 

入会して貰いたい人、入会してほしい人をピックア

ップ、入会候補者リストを作成し月１回、例会にて

中間報告する。 

新しい入会候補者がいる場合、すぐに入会候補者リ

ストに追加記入し、常に最新のリストを更新する。 

入会候補者リストをメンバーで共有する。 

候補者のところにメンバーで声掛けする。生田さん、

安田さん、松尾さん、大和田さん、佐藤さん、顔出

し、活動を進める。 

などの多くの意見や方向性が示されました。ロータ

リーの目的の第一が「奉仕の機会として知り合いを

広めること。」記されております。 

会員増強は最も重要で必要不可欠な事であります。 

ここからは少し私の個人的なお話になりますが私の

ように入会の若いメンバーはロータリーの目的や倫

理、クラブの概要、活動、運営などまだまだ理解で

きていないし、なぜロータリーをやるのか？他のロ

ータリーと南ロータリーは何が違うのか？南ロータ

リーは何が良いのか？だから南ロータリーなんだ！

というロータリーを熱く語る事の出来るだけの知識

を持っていないが現状です。 

私のように思っている入会年度の若いメンバーは居

るのではないかと思います。 

まずは南ロータリークラブの若いメンバーを含めた

メンバーみんながロータリーの良さ、大事さ、必要

性など自信を持って話せるようになること、南ロー

タリークラブ、こうこうこうなんだよ。だから南ロ

ータリークラブに入って下さいと熱く語れるように

なることが会員増強を進める上で必要でありと思い

ます。ロータリアンとしての自信や熱い気持ちがあ

ればきっと、自信が無くて声をかけられなかった人、

声をかけづらいな～と思っていた人にも声を発する

ことが出来るようになるのではないかと思いました。 

家庭集会は若いメンバーはロータリアンとしての士

気を高める場として、年数の長いメンバーは改めて

気持ちを再燃させる場としてのプログラムになって

頂ければと個人的な意見ではありますが感じました。 

② クラブ運営について 

クラブ運営についても多くの意見が出ました。 

今回のスポーツ例会、ダーツが良かった、楽しかっ

た、新鮮だったという意見がありました。今回のよ

うに新しく新鮮な企画の例会、例えば長靴アイスホ

ッケーなどの楽しく、親睦を深められる例会プログ

ラムも考える。 

夜間例会の内容を考える。お酒を飲むばかりではな

く、より一層、参加率を上げる夜間例会のプログラ

ムを考える。 

意見の交換のしやすい環境づくりや環境整備などソ

フト面を充実する。 

 

来ない会員へのサポート 

プログラム計画書は最終校正の前に理事会で議論し、

プログラム計画書の精査、不具合等を調整し、より

魅力あるクラブ運営、スムーズなクラブ運営を目指

す。６０歳以上のメンバーの負担を減らす方向で（本

人の意思で） 

また、若い私の個人的な意見でありますがクラブ運

営はロータリーの目的の第１から第4までを達成す

る上で必要不可欠な事ではないかと思いました。特

に第２、事業および専門職務の道徳的水準を高める

こと。あらゆる有用な業務は尊重されるべきである

認識を深めること、そしてロータリアン各自が業務

を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あ

らしめること。と第３、ロータリアンすべてが、そ

の個人の生活、事業生活および社会生活に常に奉仕

と理想を適用すること。特にこの第２、第３の目的

を達成するためにクラブ運営、プログラム計画、例

会、各事業などがあるのではないかと感じました。 

クラブ運営、プログラム計画はロータリーの目的に

準じて作り上げること、そして、ロータリーの目的

の道を外れることなく誰もが参加したくなる内容、 

魅力ある例会を常に摸索し、計画、実行することが 



 

クラブ運営に必要なことなのではないかと感じまし

た。 

③ 家族集会を有効にするために 

言いたい事の言える場をみんなで作り意見を交換す

る。 

議論をし、発表だけでなく、実際に行動し、クラブ

を良くするために活用する。 

家族集会の名前の変更 

などのお話がありました。 

以上です。ありがとうございました。 

 

 

 

◆Ｂグループ 長倉 巨樹彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B グループ  座長： 木内 会員 

      発表者： 長倉 会員 

Bグループは、１１月２１日（水）１９：００より、

市内 鴨とり権兵衛にて開催されま

した。参加者は８名、テーマは会員

増強とクラブの運営についてです。 

        

参加者：木内 治彦、安藤 整治、亀井 麻也幹事、

工藤 ゆかり、佐野 実、長井 一広、前田 裕治、

長倉 巨樹彦計８名 

 

 

 

 

 

テーマ１）会員増強 

     候補：故佐藤 R 元会員の息子さん。 

        ゲストで来られたJ会社の方 

        Y 機械のMさん 

        故 K元会員の息子さん 

        会長を中心にアタックしよう。 

 

テーマ２）クラブ運営について 

家庭集会という名称は、家庭でやっていないのに分

かりにくい。 

  ポリオへの寄付は、いかがなものか？ 

  寄付は赤十字へは、よろしくない。 

  幹事の決定方法をクラブ全体や、理事会で決定

する方がいい。 

  幹事候補者の確認 

 

 ETC 

その他、親睦、プログラムについても多岐に渡り、

活発な意見が発言されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

１２月７日（金） 

「 年次総会 」 

会場 アクア・ベール12:30～ 

 担当：次期会長・幹事 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        亀岡会長 

今週の会報担当：長倉巨樹彦会員 


