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前回例会出席率

令和４年12月5日　第2069回例会

週報 No.

63.46%

田中　和俊

イマジンロータリー！。先々週はロー
タリーの例会の歴史についてのお話で
した。今週はメーキャップの語源につ
いてお話します。ロータリークラブで
いうメーキャップとは化粧のことでは
ありません。私はメーキャップと聞い
て、女性が化粧をするように、「美しく見せる」こと
から「出席をよくしているように見せる」という意
味なのかなと勝手に納得していました。

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。これが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か月しかたたない
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たそうです。例会を欠
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 年（大正 11 年）に国際ロータリー連合会から国
際ロータリーに名前が変わり、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。大正時代
のことなんですね。ちなみに東京ロータリーが 1920
年（大正９年）創立、大阪ロータリーが 1922 年（大
正 11 年）創立だそうです。

ポールハリスは、バーモント大学に入りその後退
学、プリストン大学に入りましたが、祖父の死を契
機にまた退学し会社で１年間働きました。その後ア

イオワ大学に入学して法律を学び、無事卒業しまし
た。ポールハリスは大学在学中に大変苦労されたのだ
と思います。学生は最初の試験の成績が悪いと追試

（再試験）を受けますが、アメリカの学生たちの言葉
で「makeupexam」というスラングがあり、埋め合わ
せという意味からきたメークアップの制度をロータ
リーでも導入したのではないかと言われています（諸
説あります）。つまり「欠席の埋め合わせ」という意
味ですね。クラブ定款には、「出席率 50％できなけれ
ば会員身分を終結されることがある。」「連続４回例
会に出席せず、メーキャップもしていない場合、そ
の欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考
えることができる」とあります。

メーキャップは他のロータリークラブの例会に出
席するだけではなく、理事会や地区大会、地区協議研
修会、ローターアクト、ＲＣＣ例会に出席してもメー
キャップになります。当クラブでは、学習会もメー
キャップになるようにしました。以前は、メーキャッ
プ期間も前後２週間でしたが、規定審議会では年間
でメーキャップできるとされたのを契機に、当クラ
ブでは、前後１か月間と改正されました。

私は他のクラブに行くメーキャップも好きなんで
す。例会変更などで記帳するだけのメーキャップも
ありますが、実際の例会に行って他のクラブの例会
を見学するのもおもしろいですよ。今年はできれば
全クラブ制覇してみたいとも思ってますので、行き
たい方はお声掛けください。
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職業奉仕フォーラム 疾病予防と治療月間12月

　 ゲスト卓話ゲスト卓話

ANAのコロナとの闘いと地方創生について
全日本空輸㈱鹿児島支店　支店長　藤㟢　美保

2019 年 過 去 最 高 業 績 を 収 め て い た
ANA は、コロナの影響により創業以来
最悪の危機を迎えた。

落ち込む社員を支えたのは、ステーク
ホルダーの皆様、2000 名を超える出向者

を受け入れてくれた。
会社、日々いただくお客様からの励ましの言葉、そ

して 2 機のヘリコプターで 70 年前に創業して以来幾
度も迎えた危機を、自分たちの力で乗り越えてきたと
いう自負と誇り。当時片野坂社長は社員に幾度もビ
デオメッセージを発信し、自らの言葉で社員の ANA
魂に火をつけた。給与カット、賞与なしの 2 年間だっ
たにもかかわらず、社員満足度調査の結果は向上し、
国際線が復活しなくても黒字を出せる体質に変化を
遂げた。ANA 鹿児島支店は支店長とマネジャーの 2
名体制だが、9 名の客室乗務員が鹿児島県に移住し、
観光と物流をリードする企業や自治体で勤務してい
る。ANA は今年創業 70 周年。これからも鹿児島の
皆様と共に歩み続けていきたい。



ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：7
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝全日本空輸㈱鹿児島支店支店長

　藤﨑　美保　様
　　　　　　マネジャー　古賀　康之 様
食事：「本日の演奏」　ピアニスト：中村　あい様
会長の時間：会長　田中　和俊君
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　 ①週報　　　　
２）ラウンドテーブル　本日 18：30 ～　
　　於：ごはんのじかん inatome　
　　担当：R 財団・米山奨学委員会
３）本日定例理事会　例会終了後　於：社交室
４）次週　12/5( 月）　
　　例会プログラム　職業奉仕フォーラム

出席報告：出席委員会　　　
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介＝宮脇　謙舟君
　　　ゲスト卓話 = 全日本空輸㈱鹿児島支店支店長

　藤﨑　美保　様
　　　「ANA のコロナとの闘いと地方創生」

次回例会　令和４年12月12日（月）

年次総会

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2068回例会 54名 33名 63.46%
前々回（11月14日）の補正 54名 36名 69.23%
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定例理事会議事録定例理事会議事録

議　題
１） 12・1 月例会プログラム及

び行事予定（添付資料）
　　………………………… 承認
２）会計報告（別紙明細）
　　………………………… 承認
　① 11 月度試算表について
３） 下期会費請求について（別

紙参照） ……………… 承認
４）次期理事役員について（添付資料） …………………承認
５）職業奉仕賞候補者について　授与式　1/30（月）　
　　今のところ該当者なしのため、松元幹事に一任
６）情報集会について………………………………………承認

　　２／６、13、20 の３回開催　場所：ごはんのじかん
　　テーマは未定、コロナの感染状況のよっては中止
　 　２／ 27 のラウンドテーブルは、20 日に変更し、情報集

会を兼ねる。
７）その他
　①次回理事会について ……………………………………承認
　　令和 3 年 1 月 10 日（火）　　18：30 ～　　
　　於：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
　②平和の鐘寄贈について …………補助金申請について承認

　海江田会員より、中央公園等の公共の場にユネスコ協
会の平和の鐘を寄贈する計画の提案があった。見積りが
でき次第、間に合えば今期で地区補助金申請予定。
　鹿児島ロータリークラブや鹿児島東ロータリークラ
ブ、鹿児島大学アカデミーロータリークラブにも共催を
打診していく。

会議名
場　所

定例理事会
開聞

日　時 令和4年11月28日（月）
例会後～

出席者 田中和俊・松元まや
高岡和也・栫浩多郎
下村哲也・川路理幸
吉田健朗・下　隆治
加島　繁・宮脇謙舟
竹添　寛

欠席者 坂元直人・橋元　隆

●田中　和俊君・松元　まや君／本日のゲスト　藤㟢美
保様、お忙しい中、卓話をお引き受けくださりありがと
うございます。今日のお話、とても楽しみにしておりま
した。どうぞよろしくお願い致します。
●本坊　修君／藤㟢様、古賀様、卓話に御出席頂き有難
うございます。
●川畑　英樹君／私ごとで大変恐縮ですが、会社の

SDGs への取り組みのなかで来年の年賀状について廃止
をするようになりました。
　つきましてはロータリーの皆様にも 1 月には直接お会
いしてご挨拶出来ますのでお互いの来年の年賀状より欠
礼させて頂きます。どうぞご理解の上、よろしくお願い
致します。
●竹添　寛君／藤㟢さんようこそ中央ロータリーへ。本
日の卓話たのしみにしています。次回は現役の若い C.A
の卓話を期待していますので宜しくお願いします。

11月21日のスマイル　小計 10,000円　2022〜2023年度　累計 347,001円

本日の曲目：イマジン・里の秋・もみじ 演奏：中村あい


