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第3221回例会（ 11月 7日）の記録

『インスピレーションになろう』

クラブの管理主体であり、最高の執行機関です。クラブを
拘束する決議や提案は、クラブの会合に先んじて理事会で
審議されなければなりません。理事会は少なくとも月1回
は開催されます。

　　　　福田親睦活動委員
　　　　 　　　　　奉仕の理想
　　　　　北見東ＲＣ　和田　修一  様　  北見西ＲＣ　海田　有一  様
　　　　　坂井会長
　11月は読書の秋と言われております。先日みんとに加藤会員が出ておりましたが、是非読書の
秋を楽しんで頂きたいと思います。私は愛読書として全てロータリーの本ばかり読んでおりますの
で、皆さんも機会がございましたら読んで頂きたいと思います。
　11月のロータリーの月間としては、ロータリー財団月間、世界インターアクト週間という事にな
っておりまして、財団支援という事がございます。財団支援というのは所謂寄付という事でございます。ただ、寄付だけ
をするのではなくて、資金を活用して財団プログラムをするという事が大事な要因があります。当クラブとしては財団
プログラムを組んでおりませんが、世界ではその資金を利用して色んなプログラムを組んで奉仕をしているという事
をご承知おき頂きたいと思います。
　昨日、留辺蘂ＲＣの60周年記念例会がございまして、私と鴨下副会長と太布財団委員長で行って参りました。留辺
蘂ＲＣは60年という伝統があり、とても和やかな記念例会でございました。特におもてなしの心がございまして北見ま
でバスでお迎えに来て下さいました。ただ、留辺蘂ＲＣの会員の方が、「北見がスポンサーで頑張っているのですが、
如何せん人口が少なくなったり、企業も少ないのでこれから先が心配です」という話しをされておりましたが、私は挨
拶の中で、「スポンサーとして、70年、80年、100年という事を目指して発展して下さい」という事をお伝えしました。
　それから、本日一番の大事な事となりますが、重点目標であります「北見ＲＣのための戦略計画の立案」というのが
ございます。これは舟山直前会長年度に立ち上げて頂きました。今年はこの戦略計画を練った中で次年度まで３年間
をかけてこれを立案します。私の活動方針の中でも、皆さんの意見や希望を取り入れてという事があります。ただ、あ
まり難しく考えないでそれぞれの意見を集約した中で３年を目指して立案をして、今後の未来に繋げたいと思ってお
りますので、後ほど佐藤プログラム委員長、舟山直前会長にお世話になりながら進めて頂きたいと思います。
　　　　　岡村幹事代行
１．高野幹事が病気療養中という事で入院をされておりますが、入院日数が10日を過ぎた
という事で、慶弔規定に則ってお見舞いの方を拠出しております。
２．会員名簿に記載ミスがございました。帰山会員の携帯電話の末尾の番号が間違ってお
りまして、正しくは末尾が3でございます。
３．本日、理事・役員会が行われます。18時30分より海賊となっております。
４．11月のロータリーレートは1ドル＝112円です。

中村ロータリー情報副委員長
　先月と今月初めに開催して頂きました情報集会、大変お疲れ様でした。リーダーの皆様には重
ねてお願いなのですが、情報集会の報告書を11月28日の例会迄に提出願います。
小池親睦活動副委員長
　来月行われます忘年家族夜間例会のご案内をレターボックスの方に投函させて頂きました。
出欠のご回答を11月28日の例会迄にお願い致します。

　　　　　海田会員・桑原会員・松田会員・下元会員・
　　　　　今城会員・伊谷会員・小山会員
　　　　　駒形会員・永田会員・中村会員
　　　　　丹尾会員・米山会員

小池会員～先月10月25日に行いました「はしごｄｅハロウィンラリー」、来場目標の500名に達する事は出来ませんで
したが、無事怪我もなく盛大に開催する事が出来ました。皆様ご協力ありがとうございます。

福田会員～ロコソラーレフレームの切手第２弾が11月12日発表になります。売上金の一部がロコソラーレの活動資
金に当てられますので、是非応援して下さい。

太布会員～留辺蘂ＲＣ60周年においてビンゴ大当たり！

舟山直前会長
　昨年度の会長方針で「戦略計画の立案に着手したい」という事を出させて頂いて、３～４年をかけて検討しないと簡
単には出来ないだろうという事で、直前であります私と坂井現会長と長屋エレクト、それぞれの幹事３人に参加して頂
き、６人で戦略計画立案の為の準備会議というのを去年からスタートさせて頂きました。
　ＲＩの戦略計画というのは、北見ＲＣではあまり熱心な話題にはなってきておりませんので、戦略計画という事に対して
理解が具体的に及ばないという事があろうかと思います。1905年２月にシカゴでＲＣがスタートして、現在200ヶ国を超
え、35,000を超えるクラブがあり、120万人以上のロータリアンが在籍しております。その中で、2001～2002年にＲＣの戦
略計画立案への着手が始まりました。2004年のロータリー創立100年を記念して、100年を超えて今後ＲＣというのは何
処を目指していくのかという事でＲＩの理事会で戦略計画委員会が設置されました。2006年、2009年、2012年、2014年、
2017年にアンケート調査を世界中の全会員の中から無作為に抽出して６～７万人にアンケートを送りました。実際に
「価値観を行動に」という、ロータリーが目指す活動、運営は一体何なのかという事を、きちんとＲＩとして提出されてきて
おり、最近では多様性という事が盛んに言われております。多様性というのは多目的の無目的のような感じで、怪しい使
われ方をしているのですが、具体的には戦略的目標としてＲＩは、クラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、
公共イメージと認知度の向上という16項目の柱をきちんと確認をし合っていこうという事を言っておりますが、この戦略
的目標というのは、基本的には2019年６月30日迄と時間が限られております。その後どうなるのかというと、2017年のア
ンケートを基に、今2018－2019年度で具体的にＲＣの手続要覧に向かって準備がされているだろうと思います。今迄戦
略会議という言葉は殆ど具体的には書かれておりません。それだけに取り扱いがＲＩ自体の中で世界の各クラブに押し
付けようと姿勢は無いのだと思います。その中で、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップという様な議論を、各クラ
ブとしては今後どういう事が課題で、課題はどの様なチャンスを生むのかという事で、公共イメージと認知度の向上とい
う事でいうとロータリーの価値観をきちんと理解して頂いて地域社会に認知をしてもらった上で行動しましょう、という議
論であります。それを受けまして、北見ＲＣとしては身の丈に合った一つの目標なり規範なりを改めて作っていく事によっ
て、会員拡大に向けての色んな話が出来るのかなという事でありますので、その最初の取っ掛かりとして個別にアンケ
ートを頂こうかという議論をしていたのですが、例会の中でこの様な時間を頂けるという事で、戦略計画を立案する上
でまずは１回目の全員参加のアンケートを頂きたいなと思います。ご理解の上どうぞ宜しくお願い致
します。

―その後皆様にアンケートのご記入を頂きました―

「地域への貢献」「仲間との親睦」ロータリー会員との過ごす時間は楽しいです。 （H.M）
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