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 WELCOME   会長エレクト  菅原 百合子 

武部 實 様 国際ロータリー第 2510地区  

  会員増強委員会 委員長(パストガバナー) 

 

 会長あいさつ   会長  四方 信次 

皆さんこんにちは。今日

は武部前ガバナーをお

招きして卓話会員増強

についてですが、どちらか

と言えば会員増強セミナ

ーであると思います。少

しでも多く話して頂きた

いので報告事項有りますが掻い摘んでお話させて頂きま

す。先日２５日から２７日まで友好クラブ静岡県長泉

に行って参りました。高塚先輩松坂先輩羽芝先輩入口

先輩井上先輩を連れてと言いたいところですが、連れて

行って頂きました。米山梅吉記念館も訪ねました。ロー

タリーの友やネットである程度の認識は有りましたが、改

めて記念館を拝見して歴史や遺品を拝見して尚深みが

増しました。一字一句見たかったですけど、いつか行った

ことの無いメンバーは特に、一緒に訪ねたいと思います。 

また、昨日斎藤先生を見舞いに笹谷幹事と行って参り

ました。時間が掛かりそうですが必ず戻って来るのでその

時はみんなで迎えましょう。以上です。 

 

 幹事報告  幹事  笹谷 俊尚 

 地区「九州北部豪雨災害義捐金」 

 20,783円を送金させていただきました。 

 秋の全国交通安全運動「セーフティコール」 

○ 日時：9月 25日（月）15:00～16:00 

○ 集合場所：北ガス文化ホール（市民文化センター）

駐車場 

○ 啓発場所：道道早来千歳線 

○ 服装：クラブジャンパー着用 

※雨天の場合は中止 

 千歳ローターアクトクラブ準備例会のご案内 

○ 日時：9月 12日（火）開会 19:00 

○ 会場：ミナクール 

○ 会費：お弁当付 1,500円、お弁当なし 1,000円 

○ 締切り：9月 8日（金） 

 公益財団法人 米山梅吉記念館より 

○ 秋季例祭（9 月 16 日）のご案内 

○ 館報 秋号（回覧） 

 長泉ロータリークラブより週報（回覧） 

 RI第 2510地区 地区大会登録料納入のお願い 

登録された方は、登録料（15,000 円）を 9 月 5 日

（火）までに事務局へ納入願います。 

宿泊、懇親会、その他につきましては取りまとめており

ますので、次回例会で打ち合わせをしたいと思います 

 ゲストの会費について 

理事会に上がった議事の報告となります。 

チケット販売などで例会に出席される方については、

ゲストとして参加していただき会費をいただいた上でチ

ケットを販売していただく事でご理解いただければと思

います。また、そのような方がいらっしゃる場合は幹事

へ一度ご相談いただいた上で出席していただきたいと

思います。 

 地区ポリオプラス委員会より「世界ポリオデー」イベント

ライブ中継のご案内 

○ 日時：2017年 10月 24日 午後 6：00 

（日本時間：10 月 25 日午前 7：00） 

○ ポリオ撲滅サイトアドレス：endpolio.org 

※後日、地区ホームページから視聴できます。 

 齊藤博司会員 お見舞いについて 

会長からもお話がありましたが、その日その時によって

例会出席状況（2017 年 8 月 29 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 27名 

欠席者数（内：無断欠席）  16（1）名 

出席率 62.79 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

2 出席者数総計  28名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 8 月 22 日） 

確定出席率（MU 含む） 83.72 ％ 
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体調が変わる事もあろうかと思いますので、個別のお

見舞いはしばらくご遠慮いただいたほうが良いかと思い

ます。お預かりする事があればまた会長と伺いたいと

思いますのでご理解をお願いします。 

 次回例会（9 月 5 日）は、通常夜間例会です。千歳

市役所企画部長 千葉様の卓話例会です。他に市

内でイベントがございますが、ご都合をつけていただき

卓話を聞いていただきたいと思います。担当の社会奉

仕委員会 武田委員長が本日欠席の為、私からご

案内させていただきます。 

 事務局休業のお知らせ 

9月 1日（金）休業 

 

 各委員会連絡・報告   

2016-2017年度 会計監査  土居 栄治 

監査報告いたします。前年

度の会計書を本日、事務

局におきまして監査しました

ところ、適正且つ正確に処

理されておりました。異常が

無かった事をご報告いたし

ます。 

 

青少年奉仕・ローターアクト委員会 委員長 臼田 暢  

8月 18日、千歳市民盆踊り大会で皆様にご協力いた

だきまして大盛況のうちに

終わりました事を感謝致し

ます。本当に有難うござい

ます。千歳ローターアクトク

ラブ準備例会が9月12日

（火）午後7時からミナクー

ルでございます。参加出来

る方がいらっしゃいましたら、後ほど出欠表を回覧します

のでお願いいたします。 

11月 18-19日、北海道ローターアクト交流会がござい

ます。ANAクラウンプラザホテル千歳で行います。こちらも

同時に出欠表を回しますので、参加いただければと思い

ます。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員長  岩下 誠 

武部  實様よ り ニコ ニ コ

BOX を頂戴しました。長泉

RC 訪問の報告やスタッドレ

スタイヤ値上げ前のお知ら

せ、懇親会出席、パークゴ

ルフ大会開催のお礼など皆

様有難うございました。 

島村健一会員、四方信次会員、福島力会員、羽生

有三会員 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 会員増強について 

講師/RI第 2510地区会員増強委員会 委員長

(パストガバナー) 武部 實 様」 

担当/理事会（進行:幹事 笹谷 俊尚） 

本日は皆様ご存知か思いま

すが、改めて武部實様のご経

歴を紹介させていただきます。 

 

 

 

 [講師略歴] 

○ 生年月日 1943(昭和 18)年 11月 12日生 

○ 職業分類 建築設計 

 日本都市設計株式会社 相談役 一級建築士 

○ ロータリー歴  

1984年１月９日 札幌南ロータリークラブ入会 

1990～1991年度 クラブ幹事 

1997～1998年度 地区社会奉仕委員会委員 

1998～1999年度 地区職業奉仕委員会委員 

2005～2006年度 クラブ会長 

2012～2013年度 地区ガバナー補佐（第５グル

ープ担当） 

2016-2017年度 地区ガバナー 

○ 受賞歴  

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２回） 

米山功労者マルチプル（３回） 

米山功労法人（日本都市設計株式会社） 

本日のニコニコ BOX 合計額 26,000円 

今年度 累計額 200,000円 
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 卓 話  

講師 RI第 2510地区会員増強委員会 委員長

（パストガバナー）武部 實 様 （札幌南 RC） 

皆様こんにちは。公式訪問以来だろうと思います。皆様

存じ上げていて結構親しくしている方が沢山おられます。

久しぶりに千歳に参りました。中々楽をさせてもらえず、

ガバナーを卒業したら何も無いだろうと思っていたら、地

区のルールですぐ会員増強委員長という事で卓話を依

頼され、今日が 2 箇所目、明日は札幌ロータリークラブ

です。その他リクエストがいくつかあります。私は一つのテ

ーマを絞って話をするのが苦手です。大体大雑把で総

論を話すのは得意ですが、細かなテーマを決めてというの

は苦手です。それで今日は卓話の資料として印刷物を

2 種類用意しました。私はアナログ派でして、プロジェクタ

ーやパワーポイントを使うのが苦手なもので寧ろ印刷物

のほうが後に残るという意味からすると良いのではと思い

ます。只、逃げ道が無くなります。一旦、自分の考え方を

伝えてしまうとそれを否定することも出来ない。そういう意

味ではそれなりにまとめたつもりでありますので、私を見て

卓話を聞く必要はありません。お手元に配布した資料に

基づいてそれに私が少し加えながら卓話を進めていきた

いと思います。 

── 会員増強について、資料に基づきながらわかりや

すくご説明いただきました。 

 入会を勧めるにはロータリーを説明しなければなりませ

ん 

 入会勧誘資料一式を常に整備しておくことが最も重

要です 

 入会勧誘資料に必要な事項 

 地域でどんなことをしているのか 

 国内の主な奉仕活動 

 年会費の詳細・寄付行為について十分な説明が重

要です 

 在籍会員のクラブ評価が決め手になると思います 

 ロータリーを語るのではなく、夫々の地域の将来を語

ることが大切 

 地区内特徴ある会員増強活動 

 地方中核都市中心的名門クラブは解りやすい 

 最近増えている飲食系女性会員について 

 会員増強委員会 

 参考チェックリスト 

最後に私の挨拶の定番になりました結びの言葉で締め

させていただきたいと思います。 

ロータリアンは、お金持ち、偉い人、ステータスではありま

せん。夫々の地域と共に活動する仲間達でなければロ

ータリークラブは理解されないと思います。財団を通じた

グローバルな、世界への奉仕活動も大切ですが、主催

者である必要もなく、与える活動でもなく、地域の活動

に参加し、地域と共に活動することによってロータリーの

意義とロータリーの存在を知って頂き、会員増強に繋げ

ることを期待致します。ご清聴ありがとうございました。 

 

 記念品贈呈  

講師 武部様へ記念品を

贈呈いたしました。 

 

 

 

 

 謝辞  

会長エレクト  菅原 百合子 

本日お忙しい中、お越し

いただきまして有難うござ

いました。一概に会員増

強と言ってもどのようにした

らよいのか、どのように動い

たら良いのだろうかという事

をこの文章にしていただくこ

とによって、わかりやすくご説明いただきました。ありがとうご

ざいます。とてもわかりやすかったです。そして、札幌南ロ

ータリークラブさんの会報のチェックリストは今後とても為に

なる事が書かれていましたので、実践していきたいと思い

ました。本日は有難うございました。 

 

 今後のクラブ会員増強について  

会員増強・維持委員会 委員長  山口 康弘 

本日は武部委員長の貴重なご講演有難うございました。

過日、札幌で行われました地区会員増強セミナーに私

も四方会長と共に参加さ

せていただきました。今月

8 日、当クラブ例会でその

ご報告という事で、内容を

皆様に披露させていただき

ました。四方会長も今年
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度は 43名から 50名と思い切った形で更に 40代の若

い世代、更に女性を中心に勧誘していきたいと精力的

に考えております。なるべくそれを達成するべく我々もしっ

かりやっていかなければならないと前回そのような例会をさ

せていただきました。お話にもあったようにまず私達がこの

クラブの事がわからなければ何も説明出来ないと感じて

おります。今日いただいた資料は大変貴重なものだと思

っております。個々それぞれ価値観が違いますのでこれが

いいと言っても誰も入ってはくれないと思います。ここに魅

力・やりがいがあるからやっているのだという事を各々説明

出来なければ誰も聞いてくれない、入ってはくれないと思

います。当委員会では今後会員の紹介カードを作って

身近な方をリストアップした中で更に三役、私、紹介者

含めて突撃させていただこうと考えてはおりましたが、まず

はそれと共に今、話した通り各々が自分のクラブに何故

いるのかという魅力を今一度整理していただきたいという

事を宿題に付け加えさせていただきたいと思っております。

謝辞にもありましたが、今日いただいた資料は非常にわ

かりやすい内容だと思います。私も資料を作っておりまし

たが、良いものは良い、利用させていただこうと思います。

お許しをいただきながらそこも加えさせていただき今年の

中で四方会長が掲げる50名に向けて邁進していきたい

と思っております。本当に今日は素晴らしい講演とまた、

資料をいただいたこと我々有難く思っています。皆さん今

一度、武部委員長に拍手をお願いします。本日は誠に

有難うございました。 

 

 次回例会案内  

幹事  笹谷 俊尚 

次回例会は 9月 5日（火）、通常夜間例会「卓話 わ

がまち千歳 新千歳空港民営化」です。担当は社会奉

仕委員会。開会点鐘 18時 30分。定例会場です。 

 

 NEWS ＆ TOPICS   

友好クラブ 長泉ロータリークラブを訪問 

8 月 25 日（金）-27 日（日）、四方会長、井上副会

長、友好クラブ委員会 松坂委員長、高塚副委員長、

羽芝委員、米山記念奨学委員会 入口副委員長の

6 名が長泉ロータリークラブを訪問しました。合同例会に

出席し更に友情

を深めることが出

来ました。 

 

 SCHEDULE  

9 
月  

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 

5 日 
通常夜間例会「卓話:わがまち千歳、新千歳空港民
営化 講師:千葉英二様 千歳市企画部 部長」 
[担当/社会奉仕委員会(担当/委員長 武田伸也)] 

12 日 

通常例会「卓話:未定 講師:RI 第 2510 地区 青
少年交換委員会 委員長 西村英晃様」 
[担当/青少年奉仕･ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 

千歳 RAC 準備例会 19 時 ミナクール 

19 日 
移動親睦夜間例会 「親睦の夕べ in レストランインター] 
[担当/親睦活動委員会(委員長 石川貴美子)] 

25 日 
秋の全国交通安全運動「セーフティコール」15 時～ 
集合場所/北ガス文化ホール駐車場 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

10 
月 

経済と地域社会の発展、米山月間 ■地区大会(地区) ■世
界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手続き 

3 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/防災講話事業の概
要」 [担当/理事会] 

※次年度理事 立候補・推薦の手続き 

10 日 

通常例会「卓話:米山奨学生を迎えて 出席:RI 第
2510 地区 米山記念奨学･学友委員会  委員長 
大石清司様」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 田口廣)] 

14-15 日 
RI 第 2510 地区 地区大会(函館) 

ゴルフ・観光ツアー（案） 

17 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

24 日 
移動例会「清掃奉仕活動」  
[担当/社会奉仕委員会(委員長 武田伸也)] 

世界ポリオデー 

31 日 休会（定款第 8 条第 1 節:同一週に祝日） 

11 
月 

ロータリー財団月間 ■創立記念日(1990.11.19) ■世界イ
ンターアクト週間 ■次年度理事指名委員会設置 

7 日 
通常夜間例会「未定」 
[担当/ロータリー財団委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
通常例会「未定」 
[担当/会報、広報委員会(委員長 福島力)] 

19 日 クラブ創立記念日（27 周年） 

21 日 
移動親睦夜間例会 「千歳 RC 合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien] [担当/親睦活動委員会(委
員長 石川貴美子)] 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 

19 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 


