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新潟 RC ７月第 ５例会 (2013.7.30) №300３

(1) ロータリーソング「我らの生業」斉唱
(2) 山本 正治会長挨拶
この 7 月に始まった新しいロータリー年度も今日の例会
で 5 回目を迎えました。未熟な私にとって、この 7 月は 1 年
間の中で最も多忙な時期に違いないと思っています。7 月
2 日は初めての会長挨拶、9 日は通算 3000 回記念例会、
16 日はガバナー公式訪問、23 日は前橋 RC との合同例会
でした。そして 7 日には早朝海岸清掃が加わりました。
新会長として順調に進んでいることを感謝しています。特
に会長として感謝していることに例会出席率の向上があり
ます。因みに 7 月 2 日は 80.49％（メークアップ後の出席率
91.25％）、9 日は 72.84％（91.14％）、16 日は 88.10％
（92.78％）、23 日（夜例会）は 67.08％（7 月 30 日時点では
不明）でした。そこで今日は、出席率向上に寄与するメーク
アップ制度についてお話しします。
ロータリークラブに入った頃メークアップの意味が分かり
ませんでした。ロータリーは変な英語（日本語）を使うと思っ
ていました。日本でメークアップ（メイキャップまたはメーキ
ャップ、和製英語としてメーク）と聞くと、私はすぐ化粧を想
像します。
ここで川柳に表れた「メークアップ」をインターネットで検
索してみました。
メーキャップ 済ませて降りる 次の駅
想像を 超えたお化けの メーキャップ
メイキャップ きっちり夢を 描き直す
スコアより 彼女のメークが 気にかかり
メイクする 心のメイクも 忘れずに
いずれも私の想像した通り、化粧に関するものばかりでし
た。辞書を引いても、①化粧または化粧品、②構造（例え
ば、原子の構造）、③割り付け、④埋め合わせ（例えば
make-up exam. 追（再）試験）と出てきます。ロータリーのメ
ークアップはありません。
世界初のシカゴロータリークラブは１９０５年２月２３日に始
まりました。ロータリー創立記念日となっています。開始か

らわずか１カ月しかたたない１９０５年３月２３日の例会で、
連続して４回欠席すると会員資格を失う規定が設けられま
した。私が想像するに、欠席しがちな者は商売相手として、
また友人として信頼できないと考えたからに違いありませ
ん。
その後１９２２（大正 11）年に国際ロータリー連合会から国
際ロータリーに改称されましたが、この時に綱領改正と同
時にメークアップ規定が制定されました。ちなみにこの年
に大阪ロータリークラブが設立されております｛注：東京ロ
ータリークラブは１９２０（大正 9）年｝。
ロータリークラブ創設者の１人であるポール ハリスの伝
記を読んで気がついたのですが、若い頃苦労されたようで
す。最初バーモント大学に入学しましたが退学処分になっ
ています。次にプリンストン大学に入りましたが祖父の死を
契機に退学し、ある会社で 1 年間働いています。その後祖
母の勧めもあり、アイオワ大学に入学し法律を学び、無事
卒業しました。大学に席を置く私は、ポール ハリスは在学
中大変苦労されたと感じます。アメリカも日本も同じですが、
最初の試験の成績が悪いと再試験を受けねばなりません。
アメリカの学生が用いるスラングとして、make-up exam.があ
りますが、ポール ハリスもこのお世話になったのではない
でしょうか。いろいろな事情で最初は予定通りいかなくても、
次の機会に“埋め合わせ”をする考え方です。この仕組み
をロータリークラブに導入したとしても不思議ではありませ
ん。そうしますとロータリー用語メークアップは、“欠席の埋
め合わせ”が実態を表しています。
メークアップに関する規定は、以前と比べると甘くなりまし
た。しかし連続４回例会に出席せずメークアップもしない場
合は、クラブ理事会の決議で会員身分を失うとの規定が厳
然として存在します。規定通りにやると大変怖い制度です
ので、メークアップは侮れません。例会を欠席する場合は、
ロータリアンの良心として“埋め合わせ”をしておきたいもの
です。欠席しがちな者は、商売相手として、また友人として
信頼できないと誤解されるからです。
最後のまとめをします。出席率はロータリークラブの活動を
一言で表す指標と思います。出席率を上げるためにメーク
アップ制度がありますので、ぜひこの制度をご活用いただ
きたくお願いします。

・佐野晃之君 新会員、熊高さんをお迎えして登坂さんと
共にニコニコします。

(3) ビジターの紹介
千田 毅君（名古屋東 RC）松本英明君(浪江 RC)
(4) 新会員の紹介(ご紹介 佐野 晃之君)
（株）NTT ドコモ新潟支店
支店長 熊高 信治
出席委員

はじめまして、６月１８日より、NTT ドコモ新潟支店長を拝命
しました熊高 信治と申します。出身地は、九州の福岡県
ですが、就職してからかれこれ２０年以上、東京で勤務して
おりました。前任地は、地元である NTT ドコモ九州支社に
おいて、基地局、交換機等といったドコモの通信ネットワー
クの設備構築をしておりました。今回、新潟の地は初めて
になり、営業が中心の支店業務も初めて、しかも家族を福
岡に残しての単身赴任も初めという初めて尽くしで、まだま
だ微力ではございますが、皆様のご指導ご支援を賜り、新
潟の発展のために全力を尽くしていきたいと考えておりま
す。また、プライベートでも、新潟の良さを十分に堪能した
いと思っておりますので、宜しくお願い申し上げます。
(5) 委員会報告

・桑原 隆君 NHK の西原前局長と企画した「八重の桜」講
演会が約３５０名参加のもと、大盛況に終わりました。そして
西原局長の後任が何と同志社出身の坂本さんで、歴史的
巡りあわせの妙に、ニコニコです。
・玉 知夫君 似顔絵師のやまだみつる先生をお迎えして
ニコニコします。
・樋熊 紀雄君 父、祖母の３３回忌と母の１７回忌の法要
が無事に終わりました。世代交代として子供、孫を紹介しホ
ッとしています。
(8) 幹事報告(若槻 良宏幹事)
・２０１５-１６年度ガバナーノミニー指名の件
2015-16 年度ガバナー（本年度：ガバナーノミニー）の指名
氏名 ：山本 和則（新潟南 RC）
・山﨑ガバナー事務局は８月１３日～１８日までお休みとな
ります。
・例会終了後、新会員オリエンテーションを４階「楓の間」で
開催致します。
・ロータリーレートが８月より現行の１ドル９９円から１００円に
変更になります。
(9) 卓話「予定は順調に遅れています。
」

・桑原隆社会奉仕委員長
下記の様に交通遺児を励ます事業を開催致します。メーク
アップ扱いとなりますので、大勢の皆様の参加をお願い致し
ます。
平成２５年９月８日（日） 午前１０時１５分 新潟駅南口集合
午前１０時３０分 新潟駅南口バス出発 午後 ３時頃 帰着
場 所 白根グレープガーデン
・高木言芳職業奉仕委員長
７月末日締切の職場訪問アンケート、未提出の方は事務局へ
お願い致します。

・ＮＨＫの坂本務君から、８月４日にメディアシップで放映さ
れるスーパーハイビジョンによるパブリックビューイングの
ご案内
(6) 各種ご寄付の発表

似顔絵師 やまだ みつる 氏

(10) 本日の出席率 ７８．８３

％

(2 週間前メーク後 ８９．２９

%)

８月６日の例会予定

会員スピーチ

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員)
徳山 啓聖君

「専門学校から見た最近の若者と

米山奨学会寄付発表(徳永 昭輝委員長)

おススメ卒業生のお店紹介」

宇尾野 隆君

新潟調理師専門学校副校長 吉田 和弘君

徳永 昭輝君

安藤 栄寿君
(7) ニコニコボックス紹介
・名古屋東 RC 千田毅君 伴先生にお世話になりました。
・伴 昭彦君 ２７６０地区直前ガバナーから、おいで頂き
歓迎します。

新潟ロータリークラブ会員専用ホームページアドレス
http://www.niigatarc.jp/
会員専用ページログイン情報
ユーザーID niigata パスワード rcrcrc

会員増強委員長
若 杉

武

２０１３年８月は「会員増強月間」です。会員の皆さんご協力をお願いします。
ところで、当クラブの適正な会員数は何人なんだろうか？定款にも定員数は定めてな
いのです。
会員は、できるだけ多勢が良いという人、今の会員数が適当と考える人さまざまです。
私は後者に同感です。当クラブの会員数は、１３９人（平成６年）をピークに以後、減
少が続き７７人（平成２３年）をボトムにしてこの間８０～９０人の会員で活動して来
ました。お蔭様で他のクラブから羨まれる伝統と誇りのあるクラブとして存在している
と自負しているところであります。もちろんよきリーダーのもと適正な会員数で統制の
とれた活動をしてきたからだと思料しています。
山本会長がマニフェストで掲げられた、①ロータリーの原点に戻ること、②会員の方々
にもっと笑っていただきたいこと、③会員相互の親睦をさらに深めること、を具現する
にはあまりに多勢では統制がとりにくく、心の通じ合えるのは容易ではないと考えます。
そこで会員の皆さんにお願いします、今年度の増強目標は会員１００人近傍として活動
します。①今期退会される会員は必ず後継加入者を推薦をお願いします。
（現在の８５人
より減らさないために）②全会員は１名以上の新会員を推薦する気概で会員増強にご協
力をお願いします。
（全員が１人推薦したら１９０人で多すぎないか･･････。そうなった
ら、その時に考えることにしましょう･･････。
）皆さんの気概が大切なんです。
ご協力宜しくお願いします。
以上

