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第1754回例会記録 ≪会員増強・職業分類委員会担当例会≫ 

2011年8月25日（木） 点鐘 12：30 

                                    レポートNO.1222 
 

≪会長要件≫ 三川会長 

 こんにちは。アイデンティティ

と言うことで話させて頂きます。

精神科医にとっては重要な概

念で、心の成長、心の問題を考

える大きなキーワードとして勉

強してきたことです。この概念は病気の人だけではなく

心の健康を考える上で大事なことで、物事を捉える視点

が出来ます。アイデンティティはエリク・エリクソンが 50 年

前に提唱した概念です。 

私としては、自然に身につくものではなく成長過程で

「自分とは何か」「これからどう生きていくのか」「社会

の中で自分なりに生きるにはどうしたらよいのか」とい

った問いを通して持つ人格発達理論だと思います。心

の発達は自然に行われ 20 歳ころに大人への形質が

発達してくると思われていた発展段階が、一歩ずつ

人格の発達もきちんと作られていく事を解明したのが

エリクソンです。 

私達は大学を出ると自分はどういう生活をするか

考えます。先ず日本人であるとか、青森県人であると

かロータリーなどもそのアイデンティティを形にし、自

分たらしめるものを持っています。20 代、30 代に独立

した人間となり終わるかというとそうではなく一生変化

し、充実していくものであります。家庭でも結婚して親

となり、子供が大きくなり、孫が出来ればお爺ちゃん

になります。会社でも地域でも役割が変わりますので、

私達のアイデンティティは常に変化して行くものです。

そして常に変化されつつ、確立されながら、また例え

ば役職を辞任するなどの危機にも見舞われるのです。

常に充実されながら生き、危機に直面し、それを乗り

越える人間としての宿命があります。 

ロータリアンとしても 1 つのアイデンティティがあり、最

初は必ずしも強いものではないがだんだん身につい

てくるものである。私たちは様々なことでアイデンティ

ティを強化することを日々やっているのです。今日の

テーマにもつながりますが、会員増強はロータリーの

アイデンティティとつながります。クラブを考える上で

もアイデンティティ概念が大きな役割を持つと思いま

す。≪幹事報告≫榊幹事 

＊ 9/22 南風会ゴルフコンペ 

＊ 9/19 南分区合同ゴルフコンペ 

＊ 10/8-9 地区大会。3 日目は観光

が入っている 

＊ 例会変更：八戸北 RC は 9/20 夜

間例会。八戸中央 RC は 9/19 休

日休会、9/26⇒9/25 に変更 

＊ 花火寄付のお礼が届いています。 

＊ ガバナー公式訪問記念写真は 1 枚 1,000 円です 

＊ 南浦項の会報と米山記念館管報が届いています 

＊ 9/6 の勉強会は 18:30 開催、24 名参加 

＊ ロータリーレート 1 ドル 78 円 

≪ニコニコ・ボックス≫松田親睦委員長 

三川会長：ガバナー公式訪問例会、

納涼例会お疲れ様でした。 
工藤会員：8 月 13 日 2 人目孫が誕生し

ました。1 年後の夜の例会デビューの

時は宜しくお願いします。 

≪各委員会報告≫ 

≪出席報告≫ 清川出席委員 

正会員 42 名出席免除会員を除く会員 34 名中 

本日の例会は免除会員 5 名を含む 30 名出席率 77％

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1 名出席率 87％ 

1754 回例会要旨 

・会長要件 

・幹事報告 

・委員会報告（出席委員会、親睦委員会） 

・ロータリー財団よりお願い 平光委員長 

・会員増強･職業分類委員会担当例会 赤穂委員長

 三川会長スピーチ 

・理事役員、委員長挨拶 

・スペシャル席スピーチ 橋本会員 



  

 

R 財団委員会：平光委員長 

 ロータリー日本財団より 4/1～6/30 の個人寄付領収

書が届きました。確定申告に必要です。再発行は出来

ません。9 月はレートが 78 円で、１人 100 ドルよろしくお

願いします。 

会計：伊藤会計 

 先日の会計の補足説明を致します。(略) 

≪会員増強･職業分類委員会担当例会≫赤穂委員長 

  8 月は会員増強拡大月間です。

日本のロータリアンは 1996 年から

2011 年の 15 年間で 41,000 人減

少しています。月 2700 人の退会

者が出ています。これを皆さんと

考えなければなりません。先日青

森でセミナーがあり 3 人参加しています。三川会長にそ

の時の報告をして頂きます。 

三川会長： 

 7/16 ラ・プラス青い森で会員増強のセミナーがありま

した。名古屋東南 RC の伊藤さんが講師でした。地区の

会員増強委員長で 1 時間半熱弁を振るわれ、圧倒され

たことが印象に残ったことです。名古屋は大都会です

ので、青森とは会員の中身、人口密度が違い同じように

は行かないと思って聞いてきました。 

講師はとにかくいろいろな人と知り合い、声をかけて

仲間を作りましょうということ。彼はいっぱい友達を持っ

ていると言っていました。また、私達はロータリアンとし

て自信と誇りを持っていきましょう、その誇りを見失わな

いようにやっていきたい。ロータリアンとして心技体が必

要である。とも言っていました。他にクラブを魅力あるも

のにしましょう。そのためには、色々な同好会を作ろう。

講師のクラブは会員 100 名弱で、同好会が 20～30 ある

そうです。同好会でコミュニケーションをとり、楽しい場

にしようと言っていました。他に会長の時に 28 名増強し

た事や国際大会に行ったとき心臓麻痺を起こし AED の

お陰で助かったと、その経験を生かそうと AED を愛知

県で 1,000 台普及させたと言っていました。そして、クラ

ブ自体が活性化し友人知人に声をかけ積極的に、前

向きに活動しようと締めくくりました。 

赤穂委員長：皆さんからの推薦、どんな小さな情報でも

良いので頂きたい。足を運びますので

宜しくお願い致します。 

≪理事役員挨拶≫ 

熊谷会長エレクト：次年度会長というこ

とで三川会長がやっていることを勉強

していきたいと思います。 

小原職業奉仕委員長：前にもやってい

て、久しぶりです。八戸南の看板事業であるよろず相談

など一生懸命やらさせていただきます。 

平光ロータリー財団委員長：幹事の次の年にやるとロー

タリーがわかるとのことで引き受けました。今ロータリー

レートは 78 円です。一人 100 ドルは 7,800 円です。よろ

しくお願いします。 

伊藤会計：大役を仰せ付かり、皆様の大事なお金を預

かっていますので、しっかり職務に

務めたいです。スムーズな会計のた

めに皆様のニコニコを宜しくお願い

します。 

伊藤副幹事：榊幹事を補佐しながら

次年度のために一生懸命やってい

きたいです。 

石橋副会計：オブザーバーです。定款細則に会費が書

いてあります。上期、下期各 10 万です。予算書で特別

例会費と例会費に分けていますが、一緒だと思いま

す。 

工藤副 SAA:今年 1 年間見習い、勉強して来年に控え

たいと思います。 

木村出席委員長：しっかりと職務に励みたいです。宜し

くお願いします。 

松田親睦委員長：何しろわからないことばかりです。わ

からないときは聞きますので教えてください。 

岡山会報委員長：委員長ですが役立たずで、副委員

長や委員にお願いしています。宜しくお願いします。 

三浦晃広報、雑誌、IT 委員長：以前は 3 つ別々の委員

会でしたが纏められました。宜しくお願いします。 

黒田規定審議、クラブ細則委員長：前年度近藤さんがク

ラブ定款細則をまとめてくださいました。それを勉強して

いき、2013 年の規定審議会に案件をクラブや地区で出

さなければなりません。皆さん、疑問があれば出してい

ただきたい。前年のレイ会長は簡素化する方向で良い

ものも切ってきました。協力をお願いします。 

≪スペシャル席卓話≫橋本会員 

 最近感じることを、私は３月１１日

の東日本大震災、八戸もそうです

が、岩手、宮城、福島、茨城の地

震、大津波の被害、テレビを見る

たびに涙が出て心が痛みます。

親を亡くした子、子をなくした親。「あの日あの時」をＮＨ

Ｋテレビで見ますが、５ヶ月もたちましたが、まだ瓦礫で

心が痛みます。民主党は内輪もめし、自民党は民主党

より政権を奪還することしか考えていません。テレビは

真剣な番組もありますが、どたばたの視聴率稼ぎのもの

が多く、若い人はどう思っているのか？と、辛く、忸怩た

る思いです。社会情勢も福島県の原発、エネルギーが

無ければ経済がという事もありますが、それが本当に良

いのか？原発の飯館村などは畑、田、牛を放棄しなけ

ればならないし、コミュニティが壊れ、いつ戻れるかわか

りません。安藤昌益の著書「自然真営道」に人間はこ

の自然の生き物の一つであり、自然と共生して行くの

が本来であると。今人間は自然を破壊し、自分の命

まで危うくしています。市民はもっと賢くなる必要があ

ると思います。以上感じていることを述べました。 


