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本日は今年度第 3 回目の例会で、第

1 回クラブフォーラムです。クラブフ

ォーラムについては「これだけは知っ

ておきたい ロータリーの基礎」の 47

ページから 48 ページにかけて記載さ

れています。ここでは、奉仕理念、ク

ラブ管理運営、委員会活動などの問題

点について自由に意見を述べ合う討

論会とされていて、事の黒白をつけた

り、敢えて結論を導き出す必要はない

とされています。今回のクラブフォー

ラムは会員増強委員会の担当という

こともあり、会員増強について、皆様

からのご意見を述べていただき、会員

増強委員会の今後の活動の参考にし

ていただきたいと思います。 

会員増強については、今月の理事会 

でご承認いただいた、藤吉会長エレク

トを中心として総勢 7 名で構成する、

岐阜中ロータリークラブの今後の方

向性などについて検討していただく

「特命委員会」についてもご検討いた

だいたと聞いております。また、先週

のクラブアッセンブリーでもご意見

がありました。このクラブフォーラム

でも会員増強についてご意見をお聞

かせください。 

 また、その特命委員会にて「メーク

アップ」について、よく分からないと

のご意見もあったようですので、出席

向上委員会よりそのご説明もお願い

しています。 

 本日も有意義な例会になることを

祈念して、会長挨拶とします。 

 

幹事報告 

幹事 若曽根広康 

・8 月 2 日 社会奉仕委員会担当卓話

を 10 月 4 日に変更します。理事会で

は事後報告となりますが、ご了承くだ

さい。 

・8 月 2 日の卓話は、「My Rotary に

ついて」行ないます。 

・7 月 30 日 ガバナー公式訪問・

I.M.合同例会となります。 

・10 月 22 日 地区大会は、全員登録

の要請がありました。出席をされる方

は、公共交通機関をご利用ください。 

 

委員会報告 

公共イメージ委員会 

委員長 安澤嘉崇 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜中ロータリークラブのインス

タグラムを始めました。クラブ活動の

ほか、会員の仕事や趣味を投稿して、

クラブのイメージアップ、知名度アッ

プを図り、同時に会員相互の理解を深

めていきたいと思います。 

ぜひとも当クラブのインスタグラ

ムアカウントにログインして、仕事や

趣味の写真をどんどん

投稿してください。よろ

しくお願いいたします。 

前 例 会 の 記 録  次 回 予 定 
  

 

 

令和4 年7 月30 日(土) 

第1413回例会 第1327号

２０２２－２３  ＲＩテーマ 

イマジン ロータリー 出席率の向上と会員の増強 

会 長 田 邊 雅 範 

幹 事 若曽根広康 

発 行 公共イメージ委員会 

例 会 火曜日12 時30 分 

会 場 都ホテル 岐阜長良川 

事務局 岐阜市神田町2-2 

電 話 058-264-9235 

必達！！第１例会出席率 100％   必達！！年間例会出席率 90％ 

[出席] 会員総数26名（出席免除 3名）

本日出席16名 69.57％ 

[行事] 第 1 回クラブフォーラム 

担当 会員増強委員会 

第１４１２回 

２０２２年７月１９日（火） 

[点鐘] １２時３０分～ 

[ソング] それでこそロータリー 

[ゲスト]  

[ビジター]  

第１４１４回 

２０２２年８月２日（火） 
[点鐘] １２時３０分 
[行事] 卓話 

「My Rotary について」 

担当 会長・幹事 

岐阜中 RC 公式 インスタグラム
https://www.instagram.com/gifunakarc/ 
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クラブ奉仕委員会 

委員長 安藤元一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メークアップについて 

 はじめに、本日の例会出席会員にメ

ークアップをしたことがない人を尋

ねたところ、６名の会員が手を挙げま

した。ということで、「メークアップ」

について紹介します。 

 先ず第一に、ホームクラブには必ず

出席すること。第二にどうしても出席

できない場合は、必ずメークアップを

することが原則です。メークアップは

欠席する例会日の前後２週間のうち

に適用される制度です。例えば、本日

7 月 19 日のメークアップは、7 月 5 日

～8 月 2 日までに他クラブへ出席する

ことで補填できます。例会場へは 10

分～15 分前に受付を済ませた後に、赤

たすきをした会場監督が席に案内し

てくれます。例会会場で名前を呼ばれ

たらその場で立ち、手を上げ一礼して

着席。そして、60％ルールに従い、36

分間は例会に参加のこと。とは言うも

のの、できるだけ最後まで例会に参加

することがマナーと言えると思いま

す。 

また、サインのみでメークアップが

できる方法もあります。ロータリー事

務局からの市内ＲＣの月間カレンダ

ーを参考にして、休会ＲＣにてサイン

で済む方法です。 

 いずれにしても、上記制度を利用し

て、今年 8 月～来年 6 月末まで、出席

率 100％達成者には、出席優良会員と

して記念品、または奨励金を進呈しま

す。 

 最後に、毎月第一例会日の出席率

100％例会開催を目指したいと考えま

すので、よろしくご協力をお願いいた

します。 

 

第１回クラブフォーラム 
会員増強委員会 委員長 森 益男 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜中ロータリークラブの会員数

は、本年 7 月 1 日時点で 26 名です。

過去数年間、会員増強委員会を中心に

増強目標を立て、ファイヤーサイドミ

ーティング＝炉辺談話（以下 FM）等

を実施してきましたが、残念ながら必

ずしも良い結果に結びついてはいな

いと考えます。 

本日のクラブフォーラムでは、以下

のようなテーマで意見交換をしてい

ただくことで、会員増強に対するモチ

ベーションの一助となるよう企画を

いたしました。 

■現在のFMについて見直す点がある

か。また、FM 以外のアイデアはあ

るか。 

■会員増強にあたって当クラブの魅

力、質の向上等に対する価値観の共

有点はあるか。また、外部の人たち

(入会を勧めたい人たち)にどう伝え

ることができるか。 

■過去には他クラブとの合併が浮上

したしたこともあるが、今後、考え

る必要はあるか。 

 

以上、短い時間でしたが、各テーブ

ルで活発な意見が出たように感じま

した。 

今後も会員増強については議論等

を続けて、良い結果に結び付けたいと

思いますので、皆さんのご意見を引き

続き委員会にお届けください。よろし

くお願いいたします。 

 

 

地区ロータリー財団 
セミナー報告 

（2022 年 7 月 23 日WEB 開催） 

ロータリー財団委員会 

委員長 故金正司 

コロナ禍で急遽、WEB セミナーに

変更。毎回のごとく私には本質を理解

しにくい内容であった。 

堀部委員長からは、財団への一方的

な寄付ではなく、補助金の活用につい

て。高橋ガバナーより R1 会長よりポ

リオの根絶への協力。10 月 24 日の世

界ポリオデーでは乗合バスに全面広

告、AB グループの 12 クラブに街頭で

のポリオ募金活動への協力要請があ

った。 

特別講演では、名古屋和合クラブの

福田さんより「アジアのロータリー」

についての現状説明があり、インドを

始めフィリピンなど元気なクラブの

活動内容が紹介された。 

財団の本質は社会との接点を持つ

こと、職業研修チーム（VTT）のアジ

ア派遣もそのひとつ。未来の夢計画に

基づき、ロータリアンが主導で地域に

あった社会奉仕に行動してほしい。 

そして、ロータリーは同じルールの

もと共通した価値観と善意で世界中

がつながっていることなど、わかりや

すい講演内容であった。 

最後に印象的な言葉は、講師がトロ

ントのロータリークラブへ入会した

とき、ロータリーの会員になることが

目的なのか、それとも何かをするため

にクラブに入会したのかと、先輩メン

バーから質問されたそうです。ともあ

れロータリーを楽しみましょうと元

気になれる講演であった。 

 

 


