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第1144例会 № 12

平成29年9⽉28⽇（⽊） PM7:15〜

場所 アートホテル2Fローアン

ホームページ http://www.asahikawamrc.com/ 

9⽉の⽉間テーマ 基本教育と識字率向上⽉間

本⽇の例会プログラム クラブフォーラム 会員増強について

国際ロータリー第2500地区第3分区

旭川モーニングロータリークラブ会報

Asahikawa       Morning       Rotary       Club

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

みなさんおはようござ

います。私事ではあり

ますが、悩みながら現

在に⾄るまでの⾃⾝の

営業店の状態を少し

お話させて下さい。そ

の前に前々回例会に

おいての会員スピーチ

をして頂いた⼩川会員のスピーチ内容が私は、⾮常に

共感しましたし、感⼼致しました。経営者としての根源

や、社員に対する想い、そして遣り甲斐を与える、そし

てこれからの⾃社の将来性、⽅向性をしっかりと捉え

ていて素晴らしいと感じました。皆さんはどのような感

想をもたれましたか？では、お話いたします。

次世代に伝える事

当社に⼊社して２６年、独⽴幹部になり１４年、独⽴し

てから１０年間、１２〜１３名で売り上げだけをやりきる

毎⽇でした。ですが限界に気付き感じ始めました。こ

の先にみえる将来性は何もない？？？ 今までとは違う

危機感でした。

⼤きく何かを変えていかなければ組織が崩れる。これ

からの将来性が全く⾒えない。

職員も私も平等に歳を重ねていくばかり。継承、新し

い⾵⼟、組織拡⼤、ずっとお客様を守り、安⼼して頂

く、・・・焦る毎⽇でした。

何かを変える・・・ 職員を採⽤して新しい組織を創る。

それしかない。

１３名在籍から⼀年で２３名に増えました。ですが、新

⼈が１０名、何もかもがまとまらなく四苦⼋苦の毎⽇で

した。退社する職員も出てきます。しかし、ここで怯ん

ではいられません。更に加速度を上げて採⽤し続けま

した。現在２５名が在籍で現在も更に採⽤しています。

思うようにはいかないのが現実ですが、次の構想を⽴

てました。

来年１０⽉、新⽀部を⼀つ分離し、更に残る組織に新

⽀部⻑を⽴て、同時に２つの⽀部を誕⽣させることに

決めました。分離、継承いずれも係数条件が１１項⽬

ありハードルがかなり⾼いのですが、出来ると思いま

す。今の時代沢⼭の営業店が合併統合している中、な

ぜ拡⼤させるのか？他が縮⼩しているからこそ拡⼤さ

せていく事が必要と思うのです。

時代は加速度をあげてどんどん変化しています。３０代

の若い世代に経営以外の運営を全て任せ、アイディア

をもらい、組み⽴て進⾏をし前へ出てもらいました。そ

こで今まで出てこなかった潜在意識が出てきて⼤きな

結果を⽣むことが出来ました。利益率３年間進展する

事が出来ています。⼈材のレベルも上がり、優秀⼈材

は優秀⼈材を誘致してくれます。

⾃⽴した組織、将来⾒込める組織、そして夢のある組

織、組織愛とは⼈を残すことという⼤切さを今感じ、気

付かされます。

⾃分に出来ることは限られます。若い世代に継承して

私は５９歳でリタイアする事に決めました。皆さん、私

の再就職⼝をご紹介下さい。

ご静聴有難うございました。

会務報告

井上 雄樹 幹事

１） 国際ロータリー⽇本

事務局経理室より、ロータ

リーレート変更通知 収受。    

１０⽉１⽇より １ドル＝１１２

円 （現⾏１０９円）

２） ⼀般財団法⼈⽇本国

際飢餓対策機構より、飢餓

対策ニュース№３２６収受。

◆  ◆  ◆

クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで267⽇クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで267⽇クラブ創⽴25周年記念式典_平成30年6年22⽉(⾦）まで267⽇

会⻑挨拶

安井 裕⼦ 会⻑

みなさんおはようござ

います。私事ではあり

ますが、悩みながら現

在に⾄るまでの⾃⾝の

営業店の状態を少し

お話させて下さい。そ

の前に前々回例会に

おいての会員スピーチ

をして頂いた⼩川会員のスピーチ内容が私は、⾮常に

共感しましたし、感⼼致しました。経営者としての根源

や、社員に対する想い、そして遣り甲斐を与える、そし

てこれからの⾃社の将来性、⽅向性をしっかりと捉え

ていて素晴らしいと感じました。皆さんはどのような感

想をもたれましたか？では、お話いたします。

次世代に伝える事

当社に⼊社して２６年、独⽴幹部になり１４年、独⽴し

てから１０年間、１２〜１３名で売り上げだけをやりきる

毎⽇でした。ですが限界に気付き感じ始めました。こ

の先にみえる将来性は何もない？？？ 今までとは違う

危機感でした。

⼤きく何かを変えていかなければ組織が崩れる。これ

からの将来性が全く⾒えない。

職員も私も平等に歳を重ねていくばかり。継承、新し

い⾵⼟、組織拡⼤、ずっとお客様を守り、安⼼して頂

く、・・・焦る毎⽇でした。

何かを変える・・・ 職員を採⽤して新しい組織を創る。

それしかない。

１３名在籍から⼀年で２３名に増えました。ですが、新

⼈が１０名、何もかもがまとまらなく四苦⼋苦の毎⽇で

した。退社する職員も出てきます。しかし、ここで怯ん

ではいられません。更に加速度を上げて採⽤し続けま

した。現在２５名が在籍で現在も更に採⽤しています。

思うようにはいかないのが現実ですが、次の構想を⽴

てました。

来年１０⽉、新⽀部を⼀つ分離し、更に残る組織に新

⽀部⻑を⽴て、同時に２つの⽀部を誕⽣させることに

決めました。分離、継承いずれも係数条件が１１項⽬

ありハードルがかなり⾼いのですが、出来ると思いま

す。今の時代沢⼭の営業店が合併統合している中、な

ぜ拡⼤させるのか？他が縮⼩しているからこそ拡⼤さ

せていく事が必要と思うのです。

時代は加速度をあげてどんどん変化しています。３０代

の若い世代に経営以外の運営を全て任せ、アイディア

をもらい、組み⽴て進⾏をし前へ出てもらいました。そ

こで今まで出てこなかった潜在意識が出てきて⼤きな

結果を⽣むことが出来ました。利益率３年間進展する

事が出来ています。⼈材のレベルも上がり、優秀⼈材

は優秀⼈材を誘致してくれます。

⾃⽴した組織、将来⾒込める組織、そして夢のある組

織、組織愛とは⼈を残すことという⼤切さを今感じ、気

付かされます。

⾃分に出来ることは限られます。若い世代に継承して

私は５９歳でリタイアする事に決めました。皆さん、私

の再就職⼝をご紹介下さい。

ご静聴有難うございました。

会務報告

井上 雄樹 幹事

１） 国際ロータリー⽇本

事務局経理室より、ロータ

リーレート変更通知 収受。    

１０⽉１⽇より １ドル＝１１２

円 （現⾏１０９円）

２） ⼀般財団法⼈⽇本国

際飢餓対策機構より、飢餓

対策ニュース№３２６収受。
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出席報告 ⼩林睦明 親睦委員

本⽇の出席 第1144回例会 総員24名

9⽉28⽇ 出席20名

出席率 83.33％

修正出席 第1142回例会 総員24名

9⽉14⽇ 修正出席22名

修正出席率 91.67％

ビジター ございません

メークアップ 9⽉22⽇ 宮永 憲⼀（旭川東北RC）

9⽉25⽇ ⼩柳 裕⼦（旭川南RC）
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会員増強委員⻑

⽵村 陽⼦

会員30名達成を⽬指して、みなさま

からご意⾒を頂戴いたします。

❖⼩川 伸治

誘う側が⾃信を持って積極的になっ

ているかどうか。

ＪＣ、ライオンズ、ロータリークラブに対

して批判的なかたはいるが、どうやっ

て魅⼒を伝えるかだ。ホームページ閲

覧数は少ないと思われ、宮永・⾼⾒

会員活⽤のフェイスブックなどを活⽤することも考えるべ

き。結局、伝える⼈が相⼿の⼈へ、どう魅⼒を語るかだ。

❖宮永 憲⼀

8⽉にこの話をいただいていた。異業

種の仲間たち3⼈に声を掛け、うち⼆

⼈から「仕事や家庭の事情」からまだ

時期尚早との反応。残る⼀⼈は前向

きな話をもらっている。

過去5年間、躊躇してきたことを後悔

している。「今⾏動を」そうでないと来

年1⽉⼊会に間に合わなくなってしまう。全員⼀丸で今か

ら開始しよう。

❖⼩林 睦明

（⽤意した資料を⾒ながら）

増強の趣旨

 我がモーニングRCは、今後の発

  展と活動に対し、明るい未来へ

  向け、⽇々の活動の中で会員増

  強は必須である！

上位⽬的

 来年創⽴25周年に向けて、特に今年度は会員増を強

化！

⽬的

 新会員6名以上増強し、全会員30名以上⽬標とする。

戦略

 現会員全員で会員推薦候補者を、必ず1名以上選出

しリストアップ表作成する。

流れ①

 リスト表完成後、理事会で候補者選定の協議・審議

をして頂き、承認後、増強活動！

流れ②

 6⼈編成4チームを編成し募集活動をし、提起に進捗

状況等の情報共有化し、 会員増強委員⻑にレポート

する※ＰＤＣ

あるべき姿

 晴れて会員30名以上在籍の、モーニングＲＣ！！！パチ

パチ･･･！！！

❖坂本 信⼀

⼊会後2年7ヶ⽉ほど。⼤変楽しく素

晴らしい会に⼊会したと思っている。

明るく元気で派閥がない魅⼒を伝え

て誘っている。敷居が⾼いという印

象をさげていただくため,⾃分⾃⾝

の体験を語っていきたい。ロータリー

運動に対してまだまだ勉強不⾜を

痛感している。

❖桑原 義彦

（たった1名だけの委員ですが）

例会出席100％にならず⼼苦しく

思っている。チャーターとして25周年

を迎えるところまで出させて頂いて

これまで増強は武⽥会員がたくさん

紹介してくれている。さきほどの

チャーター以外の4名の皆さんが勧

誘して頂き、感謝する。

同年代の⼈には声がけする機会があるが、もっと若いか

たへのチャンスがなかなか持てない。

⾃分が⼊会するとき先輩から「ロータリーから何かをして

もらうのではなく、⾃分のほうから積極的に求めていくの

がロータリーだ」と教えられた。

朝の特別な時間に集まれる特別なメンバー達ではない

かと思うので、誘うのは⼈間性を伝える⼈でないといけな

い。だれでも良いというわけには⾏かない。

それぞれが有している⼈脈を活⽤するなら6名は⼿が届

くものと思う。

❖武⽥ 昭宏

「増強に理屈なし」どうせ⼊ってはく

れないだろうとの予断を乗り越えて

声がけすると、意外な⼊会者が現れ

たりする。このＭＲＣの良い雰囲気

を素直に伝える事だと思う。

おかげさまで地区⼤会で会員増強

拡⼤賞をいただけることになった。

年間経費はほどほどに⼀ヶ⽉平均2.5万円〜3万円とい

うあたりで⾔うのが妥当なところと思う。

❖井上 雄樹

幹事就任後、他⼈事だった増強に

ついて意識が変わった。なによりも

新⼈が⼊会すると楽しさが増す。

他クラブと違うMRCの強みを素直

に伝える。ご縁やマッチングというこ

ともあるから、まずはおすすめする

事だと思う。

 

クラブフォーラム 会員増強について
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福居 恵美⼦ 先⽇の⺟の葬儀には皆様のお参りあり

がとうございました。

−  私の⼼境−

苦節100年

背負うた⼦らに送られて

彼岸の⾵も ほほえみかえす

⼩柳 裕⼦ 林敦美さん、⼤変お世話になりました。そし

て、これからもよろしくお願い致します。

武⽥ 昭宏 2週続けて⽋席しました。メイキャップは済

んでいます。

ニコニコボックス 9⽉28⽇ 3件 24,000円

年度累計⾦額 117,000  円

☆10⽉中市内他ロータリークラブ例会変更通知☆

10⽉  3⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 地区⼤会へ振替 東神楽町商⼯会１Ｆ

朝⇒10⽉  5⽇（⽊）旭川M    ＲＣ 地区⼤会へ振替 アートホテル

10⽉  ５⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 休       会 アートホテル

10⽉  5⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 地区⼤会へ振替 花⽉会館

10⽉１1⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 休     会 グランドホテル

10⽉12⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 例  会  ⽇  変 更 花⽉会館

10⽉17⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移  動  例  会 東神楽町商⼯会１Ｆ

朝⇒10⽉19⽇（⽊）旭川M ＲＣ 移  動  例  会 アートホテル

10⽉20⽇（⾦）旭川  ＲＣ 職 場 訪 問 グランドホテル

10⽉23⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 例  会  ⽇  変 更 アートホテル

10⽉24⽇（⽔）旭川⻄ ＲＣ 例  会  ⽇  変 更 グランドホテル

10⽉25⽇（⽔）旭川北 ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

朝⇒10⽉26⽇（⽊）旭川M ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル

10⽉26⽇（⽊）旭川東 ＲＣ 夜 間 例 会 アートホテル

10⽉26⽇（⽊）旭川東北ＲＣ 夜 間 例 会 花⽉会館

10⽉27⽇（⾦）旭川  ＲＣ 夜 間 例 会 グランドホテル

10⽉30⽇（⽉）旭川南 ＲＣ 休     会 アートホテル

10⽉31⽇（⽕）旭川⻄ ＲＣ 休     会 グランドホテル

10⽉31⽇（⽕）旭川空港ＲＣ 移  動  例  会 東神楽町商⼯会１Ｆ

☆ ホームクラブ以外でのメークアップをお願いします。 ☆

旭川モーニングＲＣメークアップ時間   ＡＭ７：１５〜８：１５

旭川  他   ＲＣメークアップ時間   ＰＭ０：００〜１：００

★ メークアップ会場のお知らせ ★

① 旭 川・⻄・北ＲＣ   旭川グランドホテル      １Ｆ・フロント奥

② 旭川東・南ＲＣ      アートホテル旭川      １Ｆ・クローク前

③ 旭川東北ＲＣ     花 ⽉ 会 館      １Ｆ・フロント前

④ 旭川空港ＲＣ     東神楽町商⼯会      １Ｆ・ロビー

記念の受付 坂本、嵯城、林（敦美）事務局、⼩林、武⽥

桑原、福居、⽯川

⼩林、⼩柳、嵯城

林（雅美）、⾶弾野、渡邊

林(雅美) ⼩柳

河﨑、⽊村、⽵村

坂本、笹川
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