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次回例会（３月 12 日）
◎ ゲスト卓話 例会場 PM 0:15
長井市長 内谷 重治 氏

お祝い・表彰

おめでとうございます。

○在籍表彰（２月）

次々例会（３月１９日）
◎ 休会
（祝日週「春分の日(３月２１日)」による）
2 日）

前回例会の報告

横沢 茂会員
２１年

（ロータリーソング斉唱）
・国歌
・我等の生業
会長の時間（報告）
挨拶
）報告）挨拶）

井上晴雄会員
21 年

会長 遠藤伴明

今日はクラブフォーラムです。
テーマは例会関連です。活発
な討論をお願いします。

○ご本人誕生日（３月）
横沢 茂会員 ４日 手塚典雄会員 ２１日
齋藤圭央会員 6 日 小笠原信吾会員 27 日
○結婚記念日
土屋茂樹会員 ９日
ニコニコ BOX
・井上晴雄会員
・横沢 茂会員

幹事報告

寒河江良一会員
在籍（21 年）
在籍（21 年）

幹事 那須 修
BOX ありがとうございました。

○第 15 回理事会の案内
日時：平成 31 年 3 月 12 日
（火）
場所：タス１階会議室
内容：4 月プログラムについて他

本日金額；

４,000 円

累計金額； 18９,500 円

（達成率 27.1％）

（クラブフォーラム）
討論光景
◎方 式：4 卓（4～5 人）で討論後発表
◎テーマ：例会数・祝日週の休会扱いについて
夜例会の回数・負担金について
◎背

－ 熱心に討論するメンバー －

景：例会開催率は 8 年間で約 20％低下している。
次年度では「例会数をもう少し多くしたい」と
考えている。

◎趣旨説明
会長エレクト 大山友規憲
・フォーラムは話し合いにより意
見を頂く会です。
・例会は、定款改正により回数が
減少し、また地区との行事重なり
等で物足りなさを感じ、もっと回
数があってもいい感覚です。ただ、
少なくなった経緯や、その時夜の
例会も増えましたが、次年度の予
算も厳しいことが見えており、意見集約ということで意
見を頂きたいと考えております。
・PETS ではガバナーエレクトの次年度方針の中で、何
度も「元気なクラブつくり」というキーワードがでてき
ております。
このフォーラムで皆さんの意見を戴くのもクラブの活性
化につながると思いますので、忌憚のないご意見をよろ
しくお願いします。

◎資料説明

次年度理事

横澤寿彦

―例会回数―
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※例会数減/休会数増(祝日週休会扱い導入)
―夜例会―

◎フォーラム意見発表
① 例会数/祝日週休会扱いについて

ビアパーティ、G 公式訪問、４クラブ合同、新入会員

・臨機応変でいい。祝日数休会等
が月１回予定でも理事会で 2 回
以上開催すればいい。（月 1 回

卓話、X マスパーティ、新年会、ファイアーサイド、

では約 2 万円。ディナーショー

（回数）

２０１７－１８ 10 回開催

JC 合同、中央合同観桜 最終例会
２０１８－１９は網掛部中止

（負担金) 3,000 円

の方がいい）

・二つの意見（現行のやり方でい
い。回数を増やしてもいい。
）

井上晴雄会員

-----------------------------・休会扱いは維持しつつ臨時開催し、月２回以上開催
する。
（３回続けて休会できない規定に抵触しないよ
うに）
・回数は現状でも次年度の考え
でいい。
（回数が増えても１０
０％出席にこだわる人はいな
い。回数でなくどうしても出
れない人は出ない）
・回数は次年度を元気にする意
味合いで増加してもいい。祝
小笠原信吾会員
日週の休会をやめるのでなく
月 2 回以上開催できるよう調
整していく。
② 夜例会（回数・負担金）
・公式訪問（特例）、JC 合同、
中央 RC 合同は廃止してもい
い。
（X マスは廃止してもいい
村田 剛会員
が家族例会の関係がある）
回数は６～７回/年でいい。
・回数は１０回位でいい。
・負担金は増加してもいい。
（あれだけいただいて 3,000
円でいいのかという意見あり）
・X マスは夫婦参加少なく男子
の忘年会でいい。JC 合同、
中央合同は相手次第で方向性
を決める。
中島 浩会員
・負担金は予算をオーバーした
分は参加者負担とする。
・回数は全体的に減らす方向（JC 合同は新入会員の
芽が多々あるようであれば継続検討）
・負担金は 3000 円にこだわることなく負担を増して
もいい。
◎御礼
皆さん、
いろいろと討論有難
うございました。
例会が少ないと顔を合わせる
ことがなくなり、静かさと寂
しさが感じられます。
夜の例会は懇親上必要と考え
ております。
次年度につきましては、頂きましたフォーラム意見
を参考に予算もありますが検討してまいりますので
宜しくお願いします。

出席報告

委員長

中島

浩

・本日の会員数２６名、全出席数 19
名で出席率は 73.08％です。
・前々回（２月 19 日分）の出席率
は、84.62％に確定します。

今日の食事

