
 

 

  

 

  

平成３０年 ５月２８日（月）第 1939回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ＲＹＬＡ修了証 

② ＲＩレートのお知らせ 

  2018年 6月 1ドル＝110円 （5月＝108円） 

③ 2018-19 年度 会員増強・公共イメージ向上

セミナー（7/28） 案内 

④ 次年度ＲＬＩ研修会の案内 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  会員卓話 山下 健治 会員 

   『１０年ひと昔、３０年で大昔 
―時代が変われば不動産市場も変わる―』 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年５月２８日発行 

本日の例会  

平成３０年 ６月１１日（月）第 1941回例会 
ロータリーの友（６月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員 

平成３０年 ６月１８日（月）第 1942回例会 
お疲れさん会   於：小松屋 

18:00～ 受付開始 
18:30～ 例会点鐘 
     １年を振り返って① 各理事役員 
19:30～ お疲れさん会 

平成３０年 ６月２５日（月）第 1943回例会 
 １年を振り返って② 各理事役員 

★タイ タクアパＲＣにて★ 

・グローバル補助金事業で購入・開始された 
絵本読み聞かせスキルアップトレーニング等
開始にともなう式典参加  
⇒ 山下会員 杉本会員 松井会員 

・ビデオレターでのご挨拶 
⇒ 金会長 

 

 

平成３０年 ６月 ４日（月）第 1940回例会 
祝事 

新入会員候補者推薦ワークショップ 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 6/14,28 

福井あじさい RC 金 6/29 

福井西 RC 金 6/29 

福井南 RC 火 6/5,26 

三国 RC 金 6/22,29 

武生府中 RC 木 5/31 

大野 RC 水 5/30 6/27 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 6/21 

 

明日 ５月２９日（火） 

宮谷会員の歓迎会 

 小松屋 ３階 

 受 付 １８時～ 

 宴 会 １８時半～ 

＜お願い＞ 

６月４日 ワークショ
ップの為、グループ分
けをしますので、本日
中に出欠お知らせくだ
さい。 



 

  

 

 

 

 

 

＜１班＞  釣部 中島 倉田 柿木 西出 

・夜間例会が高齢者には、出席しにくいので、 

昼間がいい。 

・新入会員の出席率が悪い。推薦人がうながす。 

・外部卓話を増やし、勉強になるようなプログラム 

を作る。 

・年間の上期・下期で、昼と夜に例会を分ける。 

・出席率の悪い会員を混ぜて、飲み会をする。 

・会長・幹事が出席率の悪い会員宅を訪問する。 ・クラブフォーラムの回数を増やす。（４か月に１回くらい） 

・大きい事業をして関わる会員を増やす     ・出席率を上げるためにはメーキャップをしてもらう。 

・例会回数を減らす。   ・夜間から昼例会に戻す。昼食はなし。     ・例会回数を減らす。（月２回位） 

・飲み会を月１回する。（毎週例会ならば）    ・会員同士の仕事のやり取りをする。 

・委員長等の役を新入会員にしていただき、先輩たちのサポート体制も整える。   ・親睦会を増やす。 

＜２班＞  林田數一 南 山岸 倉本 杉本 竹澤 

★司会者から  いろいろな事情から夜の例会になったが、それから出席率が悪くなったように思えるがその辺

はどうか？ 

・今のままではだめ。出席委員長の熱意が感じられない。オリエンテーションをしっかりやるなり、欠席者には、

積極的に声をかけ、メーキャップを進めることも重要だ。     ・昼の例会に戻してもよいのでは。 

・個々の自覚だからどうしようもない。 

・食事がなくなったため、会員が例会時間ギリギリ来るために会話をする時間がなくなった。そのために親睦がな

くなっている。  ・昼、食事をして会話をしながら親睦を深めていく例会が一番良い形ではないか。食事が余

ると迷惑になるため、出席率向上になると思う。 

 

 

 

今まで、日本のロータリーを代表する論客と言われているお三方の説く

「職業奉仕」をご紹介してきましたが、今日は論客と言うより人格者とし

て有名な田中作治氏の説く「職業奉仕」をご紹介いたします。この方は、

数年前ＲＩ会長をお勤めになられました。 

＜ＲＩ元会長 田中作治＞ 

私たちは職業人として、一人一人の仕事を通じて社会に貢献しています。

働くということは、生活の糧をうる為、能力向上の為、生きがいを求める

為、仲間達とのふれあいの為などが上げられるかも知れませんが、最も大

切なことは仕事を通して社会の発展に寄与することだと思います。 

今日も一日、お客さまの喜びを想像しながら、それぞれの人に与えられた役割りをしっかりと全う

することが大切なことです。お客さまにご満足をいただく為に仕事をしています。約束を守り、誠

心誠意お客様のニーズに応えていく積極的な姿勢と行動は、どこからも好感をもって迎えられます。

信頼を高めていくことができると共に、人としての生きる道に叶っています。 

ロータリーの「職業奉仕」もそれを説く人間の、個性・哲学が加われば、かくも異なった味わいがあ

ることを感じ取っていただければ幸いです。 

 

金 定基 会長挨拶                           ５月２１日（月） 

クラブフォーラム                  ５月２１日（月）  

『出席率向上のために』                   ロータリー情報委員会 

奥村 雅徳 ロータリー情報委員長より 

貴重な時間をいただきまして、ありがとうございます。活発な意見交換ができますように、

よろしくお願い致します。 



・休む人はだいたい決まっているので、その人たち

に原因を聞いてみてはどうか？ 

・魅力ある例会ということで、会員卓話を増やして 

はどうか。 

・時代が変わった。月２回例会が認められたり、 

合同のガバナー公式訪問になったりなど。 

・若いメンバーだけで、話し合ってはどうか。 

・１８時３０分からの例会にしてはどうか。 

 

＜３班＞  林田恒正 林田千之 奥村 三寺 川上 

★出席率のＵＰのためには 

・クラブ（例会）に必要なのは ⇒ 楽しい・儲かる 

自身のスキルアップや向上 + 通常のビジネス上では、繋がらない人脈  ⇒ ステータス感が増す 

この二つを得るために、例会や奉仕事業がある  → おのずと出席率向上になる 

・会に必要とされているという自覚や役割分担があるとクラブ活動が有意義にまた楽しくなる。 

・昼と夜との問題 → 夜の時間が作りにくい 

・メーキャップの仕方がわからない。 

・メーキャップが大事  ・年会費を安くする 

・食事を出す   

・卓話の内容 → アンケートをとる 

 例）スポーツや移動例会 

・同好会を増やす（釣り・麻雀等） 

★ロータリークラブの魅力ＵＰのためには 

・月１回の食事例会をする  ・飲み会を多くする 

・例会点鐘を１８時半にもどす 

・社会奉仕等の活動を多数行うことにより感動を呼び起こす  ・昼１２時～１３時にする 

・エリアが近い人を多く。 

＜４班＞  山下 小見山 金 松井 瀬野               ★なぜ欠席が多いか。 

・時間が遅くなったので出ることができるようにな

った。 

・時間ギリギリになる。（家族の為） 

・メーキャップが若い人は行きにくいので、ベテラ

ンが連れて行っては？ 

・物理的時間的なものがある。会員同士の話し合い

が必要。 

・コミュニケーションをする時間が短い。 

・友解説の時間をコミュニケーションタイムにして

はどうか。  

・炉辺会合をしてほしい。・身近な事業をみんなで。        ・会員同士の距離が遠い。欠席会員が都合のいい日

程で、炉辺会合を開催してはどうか。 

＜５班＞  水﨑 北 下田 前川 道木 上屋敷 

・出席するとはどんなことなのか、会長経験して

ロータリーのことが理解できた。最初は規律を

厳しく言われた。毎週例会に出席するリズムが

でき、会員と会えることを楽しみにしている。

もうしばらく、会員でいようと思う。 

・特に最近入会した人の欠席が目立つ。 

欠席の理由を聞き、対策を考えたらどうか。 

・ＪＣ卒業後２，３年後に入会し、当初は昼例会 

で和気藹々としていたが夜例会に変更になり、 

良い話を聞いても寝ると忘れてしまう。 

また、夜は別の会合が多い。例会に来る前に一人で食事するのも一家団欒が失われる。 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

道木  クラブフォーラムよろしくお願いします。 

川上  クラブフォーラムよろしくお願いします。 

竹澤  林田幹事 松井さん 今日は本当にすみませんでした。 

委員会報告                    ５月２１日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 21日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 14,000円 781,000円 1,818,500円 

ロータリー財団 17,000円 606,100円 

米山記念奨学会 15,000円 469,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １２名 

金会長  本日のクラブフォーラムで何かが把握できます

ように。 

林田幹事 今日は奥村情報委員長御苦労様です。 

釣部   本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。 

下田   なんとなく。 

奥村   本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。

活発な意見を期待しています。 

倉本   本日はクラブフォーラム良い会議となります 

ように。 

水﨑   クラブフォーラムで出席のことで話し合いが 

なされることは、出席係として光栄の至りです。 

杉本   本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。 

松井   昨日、新旧の会長幹事会へ出席させていただきま

した。いろいろと勉強になりました。 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

5/21 ３２ ２７ ４ ０ １ 87.10% 

【メーキャップ】 5/21～5/25 事務局受付分 

  5/22 福井南RC 下田 倉田 5/28分 

 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

5/14 ３２ ２４ ０ ６ ２ 80.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
釣部 林田千之 北  下田 金   林田恒正 

倉本 水﨑   杉本 松井 道木  川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 
中島 釣部 林田千之 北  下田 金  林田恒正 

倉本 松井 道木   川上 竹澤 

・事業を成功させるために一生懸命になる。事業をすることで、入会２～３年で、いろいろな人とのつながりがあ

れば例会出席の意識が変わる。横のつながり、一体感を得れる事業活動が必要。全員を巻き込めるような事業を。 

・仕事の都合で、欠席が続いた。欠席の理由が伝わらない。会話に出てきてもいいのでは。ロータリー活動が自分

の生活に入ってきていない。 

・何かの役割があれば、意識も変わる。若いメンバー同士でのつながりが薄い。 

・ビジター受付のメーキャップのみという名前を書くだけで出席の代わりにという制度に違和感がある。 

・外部卓話を少なくして、テーマを決めて、グループで意見交換を多くしたら各会員の考えが聞けてよい。 

・山中ＲＣは月２回例会に変更になった。 

・懇親会の持ち方を検討する。お酒を注ぎに回るだけではテーマを決めて酒を片手にディスカッションができれば。 

・とことん話し込む為に、宿泊を伴う大々的な懇親会を開催する。 

・丸岡ＲＣで何ができるのか、丸岡ＲＣらしさ、新規事業についてなど、クラブフォーラムを頻繁に開催する。 

・月一回は食事例会を開催する。夏になったらジョッキ例会でもよいのでは？ 

＜奥村ロータリー情報委員長 総括＞ 

多くの活発なご意見、ご提案をありがとうございました。 

結果、集約すると出席率の低迷で考えられることは、 

会員同士のコミュニケーション不足の意見が多く、そのためには、 

★食事付の昼の例会    ★月一回の飲み会や食事会  

★適宜に親睦会を増やす  ★奉仕活動の活発化でクラブの魅力アップと会員間の親睦の深化 

★会員同士の仕事のやりとり★クラブフォーラムやグループ意見交換の回数を増やす等。 

他に、メークアップの推進、例会回数を減らす、外部卓話を増やす、会員卓話を増やす、 

昼の例会に或いは夜の例会になど両案有りで、何れも賛否両論が飛び交うと思われます。 

これらを踏まえ最大公約数を求めるにはアンケート調査の検討を理事会に提言していきます。 

今回のクラブフォーラムにご協力いただきありがとうございました。 

 


