2011-12 年度ＲＩのテーマ「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」
ＲＩ会長 カルヤン・バネルジー（Reach Within to Embrace Humanity）
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第 1765 回例会記録 ≪クラブ年次総会≫
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1765 回例会要旨
・会長要件 （価値観による類型説）
・お祝い
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦、広報雑誌 IT）
・スペシャル席 木村会員
・クラブ年次総会(クラブ協議会)

≪ビジター≫
吉田章雄様（八戸東 RC）
≪会長要件≫ 三川会長
先週、先々週はユングの内向･外向、共時性のお話
しをしましたが、別の考え方で性格類型論について
お話しをします｡ドイツのシュプランガーが人は主
にどの価値を追求しているかによって、性格を 6 つ
の型に分類した説です｡①理論的人間･･･物事や理屈
で社会的活動に意味を持つ人間。②経済的人間･･･
経済的なものに関心が有る｡必ずしも金儲けだけで
はないでしょうが。③審美的人間･･･美しいものに関
心があり、芸術家や美を追求する人。④社会的人
間･･･みんなの為、役立ちたいと思う人。⑤権力的人
間･･･権力で社会の役に立つ人、政治家にぴったり。
⑥宗教的人間･･･宗教人です｡
但し、一つで人間を理解できるものではなく、複
数の類型、類型を二つ三つもっている人や理論的か
ら社会的などへと類型が移行する人もいますし、独
自の類型、6 つのタイプに分けられない人もいます｡
ではロータリアンは④の社会的人間が一番当ては
まる気がします。みんなの為にや超我の奉仕などは
人の為です｡ただしそれだけではありません。29 日
にロータリーの勉強会がありましたが、財団などは
経済的側面も必要です｡ロータリアンは社会的人間
ですが、他の側面も持
っていなければなら
ないと思います｡
≪お祝い≫
奥様誕生祝：山子会員

≪出席報告≫ 木村出席委員長
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 2 名を含む 32 名出席率 86％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 3 名で出席率 90％

結婚記念日：村上会員、高橋会員

≪幹事報告≫ 榊幹事
＊1 月のプログラム
5 日：新年互礼会(蕪嶋神社にて)
12 日：会員卓話
19 日：ﾛｰﾀﾘｰ理解推進及びポールハリス追悼例会
26 日：ゲストスピーチまたは会員卓話
＊ クリスマス例会の案内
＊ 例会変更
八戸北 RC：12/13 例会日変更
＊今日配りました
ロータリーの友
12P に私の家族で
平光会員が載って
います。
≪ニコニコ･ボックス≫ 松田親睦委員長
三川会長：年次総会よろしく願いします｡
石橋(忠)会員：山子さん奥様誕生日おめでとうござい
ます｡
鈴木会員：早退失礼します｡
本人誕生祝：原田会員
奥様誕生祝：山子会員
結婚記念日：村上会員、高橋会員(ありがとうござい
ます)
≪各委員会報告≫
広報･雑誌･IT 委員会：三浦委員長

幹事も話しましたが、ロータリーの友 12 ページに
平光さんが、38 ページに 2830 地区の地区大会が載
っています｡表紙裏に次年度 RI 会長の田中作次さん
がロータリーカードを紹介しています｡カード使用
の 0.3％が東日本大震災復興支援になります｡新会員
でカードを持っていない方申請してください｡
≪本日のスペシャル席≫木村会員
こんにちは。どんな話でも良いと
のことで、私の日常生活のお話しを。
日中は仕事をして夜、予定がない時
はセントラルで汗を流し、中心街に
飲みに出向きます｡1 週間に 2、3 回
がパターンです｡
お酒の話しをしたいです｡私はバ
ーでカクテルが決まりです｡カクテルとはお酒とお酒
を混ぜたものやお酒と果汁などを混ぜたものをいいま
す｡名前の由来は諸説あります。メキシコの酒場でお酒
に砂糖を混ぜた時、それを混ぜる棒を雄鶏の尻尾、コ
ックテールと言い、それがカクテルになったと言いま
す｡カクテルは複数のものを混ぜ新しい味を出します｡
同じ種類のカクテルでも銘柄や割合、テクニックでか
なりの差が出てくるのが面白いです｡東京へ行った時
は飲んで回ってきますが、良い作り手が作るカクテル
は格別だとわかって来ました｡
バーでカクテルと言うと敷居が高いという方もいま
すが、落ち着いて飲むには居心地が良い空間です。た
だ短パンでサンダル履きとか、大声で話する等はご法
度だと本に書いてあったり人に言われたりします｡飲
み歩く時にマナーの悪いロータリアンのうわさも聞き
ます｡ジンバックに講釈を垂れながら飲むなどで、マナ
ーには気をつけたいです｡
≪クラブ年次総会≫
三川会長：
クラブ細則第 5 条 会
合、第 1 節 年次総会に
本クラブの年次総会は
毎年 12 月第 1 例会日に
開催されるものとする。そしてこの年次総会において
次年度の役員および理事の選挙を行わなければならな
い。第 4 条 役員の任務、第 1 節 会長で、本クラブの
会合および理事会の会合において議長を務め、その他
通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の
任務とする。とありますので議長を務めます｡よろしく
お願いします｡
まず幹事より定足数を発表していただきます｡
榊幹事：
クラブ細則第 5 条 3 節に会員総数の 3 分の 1 をも
って本クラブの年次総会および例会の定足数とする。

とあり、本日の例会、会員 43 名中 32 名で 3 分の 1
以上、定足数を満たしていますので成立いたします｡
三川会長：
クラブ細則 3 条 1 節の A） 次年度理事会メンバー
を選挙すべき会合の 1 カ月前の例会において、その
議長たる役員は会員に対して、次々年度会長、次年
度の副会長、職業奉仕委員会委員長、社会奉仕委員
会委員長、国際奉仕委員会委員長、新世代奉仕委員
会委員長、ロータリー財団委員会委員長の７名の理
事、更に幹事、副幹事、会計、副会計、会場監督、
副会場監督等を指名することを求めなければならな
い。その指名はクラブの決定するところに従った指
名委員会によって行う。適法に行なわれた指名は、
各役職ごとに年次総会において出席者の過半数の賛
同を得たものを当選とする。 前記によって選挙され
た会長候補は、会長ノミニーとなるものとする｡(中
略)そして指名委員会は会長、会長エレクトを含む 7
名の委員によって構成する。とあります。
指名委員会の経過報告です｡難しい人選で会合を 3
回行いました｡11/15(火)、11/22(水)、11/28(月)。
指名委員は米内さん、村上さん、三浦晃さん、熊谷
さん、山子さん、鈴木さんそして私の 7 名で、第 1
回目は各委員の推薦などや一般的なお話などで A 氏
を中心に意見交換を行いましたが、結論に至りませ
んでした｡第 2 回目を太一で行い、強い説得を A さ
んに行ったが意思が強く A さんに承諾をいただけな
いと言う事で終了しました｡11 月 28 日第 2 ワシント
ンで集まり B さんについて最終的に了承を頂いたと
いうことです｡
【途中録音不備、略】
≪次年度役員発表≫ 熊谷会長エレクト
八戸南ロータリークラブ 2012-3 年役員(案)
会
長
理事･役員
熊谷 道雄
直前会長
理事･役員
三川 博
会長ｴﾚｸﾄ
理事･役員
小原 隆平
副 会 長
理事･役員
村上 幹男
職業奉仕委員長
理事
平光 清美
社会奉仕委員長
理事
野澤 俊雄
国際奉仕委員長
理事
山田 政信
新世代奉仕委員長
理事
木村 哲也
R 財団委員長
理事
榊
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幹事
役員
伊藤 斉
会計
役員
石橋 一男
S・A・A
役員
工藤 十四子
副幹事
清川 浩幸
副会計
伊藤 斉
副 S・A・A
米内 安芸
三川会長：拍手にてご承認ください。(拍手)

くお願いします。
榊清蔵次期ロータリー財団委員長：
今回特に依頼がありませんが、幹事は
自動的に財団委員長となります。平光さ
んに教えていただき、助けてもらい上手
な寄付金集めを進めて行きたい。
伊藤斉次期幹事：
次年度ご協力を頂き、事務方として
行きたいと思います。よろしくお願い
します。
石橋一男次期会計：
来年度で 5 回目の会計です。会長がポ
カの無いような予算作り、お金の使い方
を研究して行きたい。
工藤十四子次期Ｓ･Ａ･Ａ：
来年 SAA として皆さんの貴重な 1 時間
をスムーズに運営できるよう努めたい。
ご指導よろしくお願いします。
伊藤斉次期副会計：
再び登場しました。本年度会計です
が、石橋さんの指導のもと次々年度頑
張りたいです。
米内安芸次期副Ｓ･Ａ･Ａ：
工藤さんを良く見習い、次に備えた
いです。

例会風景
･
･
･

受付穣とビジター

≪次期役員挨拶≫
熊谷道雄次期会長：
まだ先だと思っていましたらあと
7 ヶ月後でカウントダウンが始まり
ました｡役員を決める事がはじめの仕
事、ウォーミングアップです。次年度
皆さんの絶大なるご協力よろしくお
願いします｡
三川博次期直前会長：
直前会長として、精一杯理事役員を支
えて活発なものにしたい。
小原隆平会長ノミニー：
まさか会長を引き受けなければなら
ないと思ってもいませんでしたので、
不安な面がありますが、何とか地道に
やって行きたいです｡
村上幹男次期副会長：
副会長を拝命しまし
た｡熊谷会長より影武者を務めてほし
いと言われました｡1−2 回休むことが
あるとのことで私は 3 回と思い、全力投球したいです｡
平光清美次期職業奉仕委員長：
熊谷会長から委員長を依頼された
時、毎月の 4 つのテスト唱和と職場訪
問例会しか考えず引き受け、大きなよ
ろず相談と言うプロジェクト担当を
忘れていました｡私の時に 19 回で 20
回の締めに向かい新しい事も取り入
れがんばって行きたいです｡
野澤俊雄次期社会奉仕委員長：
東日本災害復興委員会は 3 年委員会だ
とのことで、トイレが出来上がったら終
わりと思っていましたら、見届けをとの
事で 3 年はやります｡長生園の方をお祭
に招待と、後は会長がどのようにしたいのか、率先し
てお手伝いしたい。
山田政信次期国際奉仕委員長：
替わり映えしませんがまた委員長
を引き受けました｡来年は南浦項 RC
の方が八戸に来て、姉妹クラブ再調印
があります｡また南浦項が 30 周年記
念の年で大きな舞台を作りまして奥
様同伴で南浦項に参らなければなり
ません。その煽り役だと思っています。
皆様覚悟してお願いします。
木村哲也次期新世代奉仕委員長：
来年熊谷さんの指導のもと一生懸命
勤めたいと思います。ご指導の程よろし

