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第 1763 回例会記録 ≪奉仕プロジェクト委員会担当例会≫ 

2011 年 11 月 17 日（木） 点鐘 12：30 

                                       レポート NO.1229 
 

≪ビジター≫ 

源新育子南分区ガバナー補佐（八戸北 RC） 

≪会長要件≫ 三川会長 

 先週韓国へ行ってきて、韓国の方の人柄に触れま

して、今日のお話のテーマは性格についてです。十

人十色なくて七癖などといいますが、100 人いれば

様々で、皆さんも個性をお持ちだと思います。昔か

ら内向的と外向的と二つに分ける考え方があります。

スイスのユングの提唱したもので、内向的は無口控

えめで、外向的は対人交流を求める人です。反対の

求めない人、内向的な人には学者や芸術家などが多

く、反対の外向的な人は政治家やタレントなどに多

い。国柄で見ますと日本やドイツなどは内向的に入

るでしょうし、アメリカや、イタリアなどは外向的

に入ると思います。先週行った韓国は個人的には外

向的で、明るく、飲んで騒ぎ、おしゃべりが大好き

です。別の面もあるかとは思いますが・・・。 

 ユングが言ったのは、社交的と非社交的ではなく、

関心、欲求が内に向かうか、外に向かうかであり、

内に向かうのは読書などで人生とは何かと内面的な

ものに重きを置く。反対は心の関心や欲求が外に向

かうのです。一長一短があり、内向は決断が遅い、

石橋をたたくなど現実重視が見られる。外向は行動

力が早いですが、軽はずみな感もあります。これら

優劣はつけられないし、人の対応のありようです。

極端な人はなく 6：4 とか 4：6 とか両面を持ってい

るもので必ず両方持っています。補完的に足りない

ところを補うようにしています。社会でもそうです

し、職業でもそうで使い分けることが経営者の手腕

です。歪んだ形になるとどうなるかですが、内向的

は心身症に外向的はヒステリーなど他者を巻き込み

ます。4）の時代構成ですが、現在 IT が発達しメデ

ィアもそうですが、時代は外向的な人間を求めてい

ますので、生きていく上で外向的人間の方が優位な

時代かもしれません。5）のロータリーとどうつなが

るかですが、超我の奉仕、奉仕は外向型のほうが良

いので、ロータリアンは外向型の人に向いているの

かもしれませんが、今年のテーマ心の中を見つめよ

うは内向的なものです。二

つに割って考えずに両者が

世界を、ロータリーをつく

って行けばと思います。 

≪お祝い≫ 

本人誕生祝：山子会員 

奥様誕生祝：橋本会員、熊谷会員 

    

  

結婚記念日：小原会員、 

米内会員、伊藤会員 

 

≪出席報告≫ 清川出席委員 

正会員 43 名出席免除会員を除く会員 35 名中 

本日の例会は免除会員 5 名を含む 32 名出席率 86％

前々回例会：休会 

1763 回例会要旨 

・四つのテスト唱和 

・会長要件 （性格について） 

・お祝い 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦） 

・源新ガバナー補佐挨拶 
・奉仕プロジェクト委員会担当例会 



  

 

≪幹事報告≫ 榊幹事 

＊11/2 理事役員会決定 12 月例会プログラム 

・ 1 日年次総会 

・ 8 日姉妹クラブ担当例会 

・ 15 日ゲストスピーチ 

・ 22 日 18：30 クリスマス家族例会 

1 人 1,000 円以上のプレゼント交換あり 

アトラクションはマジックと熊谷・平光会員のミ

ュージックバンド 

・ 29 日コーヒー例会、昼ランチが出ます。 

＊震災基金申請が 6 月 30 日まで延長されました。 

＊各クラブの例会変更 

 配布資料参考 

＊よろず相談は 24 年 2 月 18 日(土)マルフクビルで

行います。 

＊11/28(月)FM 放送でトイレ工事地鎮祭のときの会

長へのインタビューが 17：30～放送されます。 

≪ニコニコ・ボックス≫ 

豊川親睦副委員長 

源新ガバナー補佐：八戸南ロータリ

ークラブ様の日頃のご協力に感謝

申し上げます。今後共よろしくお願

い申し上げます。 

三川会長：韓国訪問お疲れ様でした。

源新様ようこそいらっしゃいました。 

榊幹事：韓国へ行ってきました。 

鈴木会員：母の葬儀に際して多くの方のご会葬いた

だき有難うございました。 

三浦晃会員：今日の秋のニュータウンは紅葉が一番

きれいでした。 

平光会員：来週はロータリー財団担当例会です。年次

寄付へのご協力お願いいたします。お 1 人 100 ドル

（7800 円） 

奥様誕生祝：橋本会員、熊谷会員 

結婚記念日：小原会員、伊藤会員 

≪源新ガバナー補佐挨拶≫ 

源新育子様 

 こんにちは、地区大会のお礼に、

文章は出しましたが、三川会長は

じめ皆さんの協力で終わりました。また研修会を南

分区全部に門戸を開いてくださりありがとうござい

ます。11 月 29 日にまたありますが、御礼を申し上

げます。地区からの会員増強資金、入っていると思

いますが、有効に使っていただきたい。地区全体で

21 名増えその 40％は南分区です。世界でもそうです

が、ロータリーよりライオンズの方が会員数が多い

とのこと、ロータリーも元気を出して増強を宜しく

お願いいたします。南 RC のトイレプロジェクトも無

事完成するように祈っております。寒くなりますの

でお元気でご活躍くださるよう祈念して終わります。 

≪各委員会報告≫ 

ロータリー情報委員会：三浦委員長 

 ロータリーの友、横組み 5 ページ

に『ロータリー財団の新しい動き』

として『水をきれいにまじり気な

く』や『グローバル補助金について

の事実』、『水からフッ化物を取り除く過程』などが

載っています。17P に元 RI 理事小沢さんの記事とそ

の内容が載っています。25P には IA について、お読

み下さい。ロータリーアンのインターネット協議会

と言うものがあります。その中で E クラブについて

当地区の会員などが意見を述べていました。 

≪奉仕プロジェクト委員会担当例会≫ 

熊谷委員長： 

奉仕プロジェクト委員会の中の

各委員長さんに今年度の計画や実

施事項を紹介するように依頼して

います。時間切れの場合は来週に

持ち越します。 

小原職業奉仕委員長： 

 活動計画は毎月第 1 例会に四つの

テストの唱和。今日もやりました。2

つ目はよろず相談。幹事が言いまし

たが、来年 2/18(土)1 時から 4 時ま

でマルフクビルです。3 つ目はその他でしたが、三

川会長が嘱託医をしています瑞光園に 10/6 職場訪

問を実施しました。 

長嶺社会奉仕委員長： 

8 月 1 日に長生園の方々を三社大

祭にお招きしました。残っているの

は職業奉仕と一緒に行うよろず相談

で、ご協力のほど宜しくお願いいた

します。 

鈴木新世代委員長： 

年度始まってすぐに IA の年次大会

がありました。9 月に IA 生が例会でそ

の報告を行いました。12 月クリスマス

会に生徒を招待します。来年 5 月蕪島

清掃、トイレが出来ていればその見学

も行いたいです。 

平光ロータリー財団委員長： 

来週担当例会なので余り申しま

せんが、年次寄付 1 人 100 ドルと計

画に書きましたら、あくまでも寄付

なのでと、協力をお願いする様にと

言われました。寄付 100％いただけ

るように宜しくお願いいたします。9 月 20 日現在 4

名の方で 3,153 ドルです。今日 1,000 ドルいただき

ました。現在 100 ドルは 7,800 円です。来週宜しく

お願いいたします。 


