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最近、街を走っているとガソリン１２３円～１

２５円の看板が目立つようになりました。１００

以下だったガソリン（レギュラー）は２円、３円

とこきざみに値上げされ知らないうちに２０％～

２５％も高くなってしまいました。 
ここ数年の原油を始め、原材料の値上げは目を見

はるばかりです。その反面商品（製品）の値上げ

は規制緩和政策の影響もあり毎年下落傾向をたど

っているのはご存知の通りです。日本は資源の少

ないと云うより資源を持っていない国です。如何

にあるものを大切に長く使うようにするか、「物の

大切さ」が今一度見直さなければならない時が来

たと思われます。 
今朝もテレビで「キャベツが出来すぎたので価格

安定の為に１２，９８０ｔ破棄する」と云うニュ

ースが流れておりました。高値で取引されている

時には「空飛ぶキャベツ」で台湾や中国からドー

ンと入って来ますが、穫れ過ぎると捨てられてし

まう。生産者の事を考えると農業と農業経営の大

変さが解るような気がします。 
私は時々例会でも食糧自給率について話した事

がありましたが、ぜひ食べ残しのないような食事

をしていただきたいとも思います。私共の会社で

もレストランを経営しておりますが、残飯は皆様

が想像している以上に大量に出ます。自分の食べ

る量だけ注文をすればと思うのは私だけでしょう

が。 
さて、先週のガバナー公式訪問の当クラブの出

席率は８０％でした。私もホッとしましたが、多

分出席の後藤君もホッとしたと思います。 
前々回も申しましたが、出席はロータリアンの最

低の義務だと思いますので、今後も是非ホームク

ラブの出席にご協力いただきたいと思います。 
尚、今日は会員増強月間です。会員増強委員会

より会員増強の協力とアンケートが配布されると

思いますが、委員長の申す通り、同業者、同級生、

卒業生、近所の友人、知人など様々な角度から新

会員の推薦をお願いしたいと思います。これも出

席の義務と同時にロータリアンの責務と考えてい

ただきたい。 

■ 幹 事 報 告        松葉 隆夫君 
• 地区大会のご案内と本登録のお願いがガバナー

事務所より届いています。 
• 国際ロータリー第２６２０地区ローターアクト、

アクトの日ボランティア活動及び地区親睦会の

ご案内が届いております。 
• 白山ロータリークラブのクラブ要覧が届いてい

ます。 
• 国際ロータリー第２５６０地区より新潟県中越

大震災復興支援活動の記録が届いています。 

■ 出 席 報 告           後藤 功君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

28／41 68.29％ 36／41 87.80％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 



1634-2 

〇岩﨑君 〇栗原君 〇桜井富君 〇仲田廣君 
〇成瀬君 〇宮川君 〇青島彰君 浅川君 板倉君 
鈴木晶君 鈴木舜君 仲田晃君 望月志君  
(２)メークアップ者 
岩田 規君 （榛南） 

■ ス マ イ ル ＢＯＸ        後藤 功君 

• ８月２日、７３才の誕生祝有り難う。 
杉浦 良一君 

• 若いつもりでも５０の半ばになりました。今後と

も宜しく御指導下さい。         酒向 謙次君 
• 本日の例会を担当させていただきます。準備不足

もあるかと思いますが、宜しくお願いします。な

お、１年間新会員の推薦勧誘をお願い致します。 
小西 啓一君 

スマイル累計額 ９６，０００円 

◎ロータリー情報委員会      柳原 寿男君 

新会員のオリエンテーションを目的として、８

月１８日（木）１８時３０分より割烹おか乃で委

員会を開催しました。 
出席者は会長、幹事、松葉義之、渡辺各委員と

新会員の望月俊昭、前島章男両君です。 
参考資料は２年前、当時委員長だった松葉君が

作られた資料が大変好評でしたので、再度使用さ

せていただきました。当クラブの歴史、組織と沿

革、種々の会議の解説、用語の説明等々大変良く

まとめられております。又、事務局の柴さんから

「ようこそロータリー」の小冊子を提供していた

だきました。これも大変分かり易く、大好評で大

いに勉強しました。尚、引き続き懇談会があり、

親睦の絆をより深める事が出来ました。 

◎国際奉仕委員会        村松 英昭君 

青少年交換学生 ＫＡＵＥ君が８月２１日（日）

中部国際空港に到着しました。 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
■ 会員増強委員会            小西 啓一君    

 
１．７月３１日地区

会員増強・退会防止

セミナーに出席して 
２００４－２００５

地区拡大増強委員会 

男性３名 レディースプログラム女性５名 
レディースフォーラム・レディースＩＭが行われ

た。 

 年度初 

０３ 
年度末 

０４  本年  

２月  
会員 3825 3714 -111 3766 52
女性 96 106 10 117 11
84  

クラブ 37 43 6 
２００５－２００６地区委員 女性委員長＋２ 

男性２名 
２．８月１９日新旧増強委員会開催 

本年度事業の進め方 
本日の例会の持ち方討議 

３．全会員へのＦＡＸ 例会担当について 
ロータリーの友 横組み １３－１５頁 メ

ーキャップ バッジ 子供の時のＲＣ 青少

年交換 異業種交流 人のふれあい 
１６－１７頁 足利東ＲＣ会員６４名 委員

１０名 入会勧誘方法 勧誘で家族とも話し

合う 一声掛け運動 家族ぐるみの交際 
田辺はまゆう ０４．７月 ２１名 ０５．

３３名 
会員全員での取り組み １８名 ６名退会 
新会員の家族歓迎会 親睦・情報委員会 

４．委員会１年間のスケジュール 
前期・後期制と新会員の例会での公表 可能

であれば２名以上の同時入会 勧誘方法は推

薦者と共に 
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５．会員満足度アンケートについて  
６．会員増強アンケートについて  
７．新会員の推薦書の記入方法 
８．情報委員会作成資料 新会員勧誘に利用 

＜新会員の入会手順＞    会員増強委員会 
１７年度 
７月３１日  地区会員増強・退会防止セミナー  
                 櫻井・小西 
８月１９日  第１回委員会    ５名参加 
８月２４日  卓話担当      全会員対象 
８月３１日  前期新会員推薦締め切り 
９月～１０月 入会勧誘活動 
１１月中   新会員の入会月 
       ただし９月～１１月まで随時入会可 
１２月１日  第２回委員会     対象７名 
１８年度 
１月３１日  後期新会員推薦締め切り 
２月～４月  入会勧誘活動 
５月中    新会員の入会月 
       ただし２月～６月まで随時入会可 
６月７月   次年度引継ぎ委員会   

本年・次年度委員 
原則 新会員の推薦は８月末と１月末とするがそ

の他の時期も随時うけつけるものとする。 
 新会員の推薦があった時は増強委員の了解を得

て例会で被推薦者名を例会で発表し勧誘協力者を

募り、入会まで委員会と推薦者・勧誘協力者と共

に勧誘する。 
 企業所属会員の入会については随時とする。 
 可能であれば１回２名以上の入会にとしたい。 
 
 
 

（担当／望月俊） 


