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ブレーンストーミング：欠席のメークアップに関する規定について
総会後、眞下卓也・プログラ

ム委員長から下記の提案がなさ
れました。

今年4月、欠席のメークアップ
に関して、標準ロータリークラ
ブ定款を改正することが国際ロータリー規定審議
会にて採択されました。趣旨は、会員が14日以上、
海外に旅行している場合などを考慮し「クラブは
年度を通じて、シンプルな表を使って出席のメー
クアップを手早く記録できる。また大半のクラブ
で1ヶ月あたり複数回のメークアップの機会を設
けているが、特別な活動の機会に参加する会員が、
そのような機会が少ない時期に備えて出席（参加）
を蓄えておけることは至極公平である」というこ
とです。この改正を踏まえ、どのような対応が良
いか、忌憚ない意見を1人2分間を目安に、計20分
間のブレーンストーミング形式で出していただく
試みです。
注）ブレーンストーミングとは：①結論を出さな
い ②粗野な考えを歓迎する ③量を重視する の4
原則を基に、アイディ
アを発展させるもの。

（くじ引きで決まった7
卓でそれぞれに意見を
出していただき、最後
に各卓ごとに発表して
いただきました）

【各グループ（卓）から】
A卓（発表者・眞下会員）：上部組織の決定に従う、
との発言が多く出ました。決定に従わないと足並
みを乱すことにならないか、出席率の向上以上に、
例会の充実を図り、参加したくなる取り組みも必
要だ、との意見も出ました。

B卓（発表者・佐々木憲明会員）：改正規定だと、
他クラブとの交流が減るのでは、例会自体の現実
の出席率が減るのでは？盛岡はメークアップの期
間制限というルールがあるのでモチベーションを
保てたのに、と懸念する意見が出ました。また、
有効期間をこれまでの2週間から3週間に伸ばす
ローカルルールを設ければ、RIに近づけられる
のではないか、という意見も出ました。

C卓（発表者・小川惇会員）：RIは、世界各地か
らの提案を審議し各地のものを一体化しようとす
る機関。実際にはムリなことですが「地方的実情
により、個々の融通性を認めることで各クラブの
意見を尊重している」と言う意義があります。地
区やメークアップする市内8クラブとの協議も必
要に思われます。

D卓（発表者・藤村吉隆会員）：反対はいません
でしたが、期間を延ばしても4週間程度にしては
どうか、という意見も出ました。また出席の機会
が増える一方でクラブの出席率は下がるのではな
いか、という懸念もあり、所属クラブでの出席数
を5割に達するようにしないとダメでは？という
意見も出ました。

E卓（発表者・岩野法光会員）：従来通りが良い、
という方々が多数でした。クラブで特殊なことは
理事会で決めれば良いし、すべてをRIで決めた
ことに左右されなくても良いではないか。昔の人
たちは、そこまで細かいことまでうるさくなかっ
た、という人もいました。

F卓（発表者・金沢滋会員）：有効期間を年度内
までではなく、ローカルルールとして1ヶ月程度
にしてはどうか、という意見が多く出ました。「１
回でも休めばダメ、という時代に比べ今は緩んで
いるのに、さらに緩くなりそうだ」「メークアッ
プは他クラブとの交流が目的なので、クラブの出
席率を上げることが大切」という意見が出ました。

G卓（発表者・白石茂会員）：2012年に変更した
際に「定例会前後の14日間に他クラブのメーク
アップなどを充てられる」と書かれました。今回、
細則を14日間から年度内へと書き換える必要があ
ります。その際、入会記念などのためにも別に附
則として内規を定め、年度内ではない別の期間を
定めておくことの方が、緊張感を持って取り組め
るのではないか、という意見が出ました。

以上が各卓の意見でした。
（まとめ：金沢会報委員長）



例 会 報 告

第21回例会
令和元年12月13日㈮

　12時30分　開会点鐘
・司　会　西島光茂会長
・ロータリーソング
　（我らの生業）
・四つのテスト斉唱
・会長報告　西島光茂会長
・新入会員紹介　高橋一仁会員
　トヨタL&F岩手㈱代表取締役
・誕生祝　星伸寿君
・結婚祝　橋本孝史・眞下卓也君
・幹事報告　勝　雅行幹事
・委員会報告
・年次総会
　次年度理事役員について
　米内　正 次期会長
・ブレーンストーミング（各テーブル

にて実施）
　― メークアップに関する規定を改

正する件について ―

【ニコニコBOX】

◆藤村文昭君…高橋一仁さんの入会
を歓迎してニコニコします。いま
まで一番若い会員は畠山さんでし
たが高橋さんは畠山さんより一週
間若いようです。皆様にはよろし
くご指導お願いいたします。

◆佐藤仁志君…いわて盛岡シティマ
ラソン実行委員会事務局長高橋一
仁さんの御入会を心より歓迎して
ニコニコします。

◆福井誠司君…高橋一仁さんは大成

功の盛岡シティマラソンだけでは
なく、岩手Big Bulls支援の中心的
な役割も担っています。 今年の
Bullsは絶好調!!一仁君が関わるチ
ームはPower Upまちがいなしで
す。共に活動できる事を喜びニコ
ニコします。

◆金沢滋君…盛岡JCの後輩にあたる
高橋一仁君の入会に、そして難しい
課題のブレーンストーミングがで
きてニコニコしています。そして、
先週の赤坂環さんの卓話が完全原
稿いただきニコニコしています。

◆岩野法光君…高橋一仁君の入会を
歓迎します。高橋君のお父さんと
は長いおつき合いがあり、公私共
大変お世話になっています。

◆菅原浩幸君…父の通夜及びお別れ
の会に際しましては、ご多忙中に
もかかわらず、盛岡ロータリーク
ラブの会員の皆様方にもご参列い
ただき、また、弔電や生花などの
ご弔慰いただき、ありがとうござ
います。故人に成り代わりまして、
厚く御礼申し上げます。

◆西島光茂君…①岩手日報12月8
日、盛岡・県北地域の紙面に『ラオ
ス医療向上へ一役』として盛岡ロ
ータリークラブの国際奉仕活動が
掲載されました。ご高配いただき
ました西舘政美会員に心から御礼
申し上げます。②12月8日、仙台
で行われました伊藤智仁ガバナー
エレクト（花巻南）国際協議会壮
行会に出席しました。ガバナーノ
ミニーは鈴木俊一さん（仙台南）
で、次のガバナーノミニー・デジ
グネートは天沼久純さん（盛岡南）
です。

◆荒川鉄平君…盛岡青年会議所の後

輩でもある高橋一仁さんの入会を
歓迎します。
盛岡シティマラソンの事務局長とし
て東北地方の県庁所在地で初めて
のフルマラソンを成功させたうえ、
今回の盛岡クラブの私設エイド設
置の際も大変お世話になりました。
ちなみに私の家内は彼のことをいつ
も「海老蔵」と呼んでいます。今後
は盛岡クラブの「海老蔵」としての
活躍を期待してニコニコします。
＊余談ですが歌舞伎の「海老蔵」
は来年5月に「13代目市川團十郎
白猿」を襲名します。

◆佐藤重昭君…去る10月17日の職
場訪問と秋の懇親会には4年ぶり
に当家の旧宅を使って頂きまして
有り難うございました。
翌週の会報を読むと沢山の会員の
皆様から過分なるニコニコを頂い
ており大変恐縮しております。有
り難うございました。
道路拡幅にともなうリニューアル
工事をして6年経過しましたがア
ートイベント、県・市の茶会等々
利用頂いておりますが、当家とし
てもそろそろ利用方法の方向性を
決めたいと思っております。
盛岡ロータリークラブ会員の皆様
のお知恵を拝借したく感謝ととも
にニコニコ致します。

●メークアップ
仙台宮城野RC=橋本君
地区=吉江君
IM＝海野君
クラブ委員会＝佐藤(仁)・ 荒川・
畠山・近藤・白石・石田・畠山・
堺田君

出 席 報 告 会員数/77名 出席数/44名 前々回/77.03％出席率/60.27％

プログラムのお知らせ
・12月20日㈮　年忘れ家族会
　　　27日㈮　年末休会
・１月３日㈮　年始休会
　　　９日㈭　新年慶寿の会（10日例会変更）
　　　17日㈮　会員卓話　岡村弥会員「ラオスの医療物資支援について」
　　　24日㈮　卓話

●本号編集担当／橋本　孝史

年次総会

「次年度理事・役員について」

会　長 米内　正
副会長 海野　尚

次期会長 熊谷隆司
直前会長 西島光茂

クラブ奉仕委員長 勝　雅行
職業奉仕委員長 金沢　滋
社会奉仕委員長 藤村吉隆

国際奉仕委員長 岡本　弥
青少年奉仕委員長 諏訪泰幸

幹　事 大平騰一
副幹事 荒川鉄平
副幹事 大泉勝嗣
ＳＡＡ 飯塚　肇
会　計 吉江信博

2020-2021 年度盛岡 RC・理事及び役員 令和 1 年 12 月 13 日㈮


