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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≪ビジター≫
中村勉様（八戸 RC）、柿崎隆雄様（八戸東 RC）
≪会長要件≫三川会長
今日はビジター2 名と新会員の法官さん、素晴らし
いロータリアンになる方がいらっしゃいますので緊
張しています。入会して 10 年、大澤会員に色々聞き
勉強をしてきましたが今一しっくりしない所もあり、
ロータリアンと言う事を自分自身にどう植え付ける
かが、私の課題であり、皆さん
もどう位置付けるかが大事な事
だと思います。私がどう考えた
かを参考にお話させていただき
ます。
年度始めに皆様に配りました
｢ロータリー入門書｣1 ページ 1
項目に「貴方はロータリアンですか、それとも只の会
員ですか」とあり、段々と問題提起がわかってきまし
た。それは内面化の問題で個人の思想信条にどう位置
付けるかとの課題だと、問題はどうしたら内面化でき
るか？です。60 を過ぎてから新しい事を受け入れるの
は大変です。どうしていくか？概にある思想信条の活
用です。同じ感じ方をしている方がおります。Ｒ友 23
年 5 月号『四つのテストと論語』です。ロータリーの
考え方を血と肉とする為、今までの哲学と融合させる
事が身に付くことだと書いています。
「善人なおもって往生とぐ、いわんや悪人をや(親
鸞)」の意味ですが、善人＝悪に気付かない人(偽善者)
であり、悪人は悪に気付いた人(庶民)であり往生でき
ないわけがないと『ひろさちや』が解説しています。

≪出席報告≫ 清川出席委員
正会員 44 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 31 名出席率 78％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 3 名出席率 87％
それを応用して私の内面化で「非ロータリアンなおも
て･･･ロータリアンをや」非ロータリアンとして人生
を全うするか、ロータリアンとして全うするかでロー
タリアンを位置付けたい。そうする事で私としてはし
っくりします。ブッタとは真理に目覚めた人のことで、
ロータリアンはロータリーの超我の奉仕に目覚めた
人であり、心の中に大きな柱としてやって行く事だと
考えます。大先輩を前にしてですが私が考えた事です。
≪幹事報告≫ 伊藤副幹事
＊ 弘前アップル RC まだ仮クラブ
ですが、6/23 アップルの夕べ開
催の案内が届いています。
＊ 6 月 21 日は年度末慰労と新会
員歓迎会です。出欠を回覧して
います
＊ 例会変更
八戸中央 RC：6 月 25 日例会は夜
八戸北 RC:6 月 26 日例会は夜
＊ 6 月のロータリーレートは 80 円です。
＊ 1 年間の思い出原稿は締切を 14 日に延期
＊ 南浦項より会報が届いています。
≪ニコニコ･ボックス≫松田委員長
三川会長：法官様ご入会を心より歓
迎申しあげます。
黒田会員：バンコク国際大会で職業
奉仕の分科会や展示などを行いま
した。
鈴木会員：今朝、危なく長者山に行くところでした。
平光会員：木谷さん、本日まで担当ありがとうござ
いました。元気な赤ちゃんを産んでください。
小原会員：早退失礼します。
本人誕生祝：三浦一雄会員、音喜多会員
奥様誕生祝：三浦一雄会員、音喜多会員

結婚記念日：三浦一雄会員
≪入会式≫ 三川会長：
スポンサーは大澤会員ですが、私も前からの知人
で同期の懇親会にも出席くださっている友人です。
光星学院の副理事長で、最近まで校長でした。48 年
から光星学院に勤務して
いました。趣味は弓道とゴ
ルフ。お子さんは息子さん
2 人。現在は奥様と 2 人家
族。分類は教育です。光星
学院の IAC は東クラブがス
ポンサーですが、当クラブ
にお迎えできた事、うれし
く思っています。ありがとうございます。
法官新一新会員：
こんにちは。クラブに入ること
は思いもよらない事でした。東 RC
にはお世話になってロータリーの
雰囲気は味わっていました。先般
は八戸 RC の石橋司さんからも推
薦を頂きましたが、三浦一雄さん
とは同期で三川会長からもプッシュされていまし
たので。教員生活も長く生徒には良い話しをして喋
るのが専門でしたが、「己忘れて他を利する慈悲の
極みなり」ではありませんが年をとったところで、
素直になっております。よろしくお願い申し上げま
す。
≪次年度会長担当例会≫
熊谷会長エレクト
第 4 回準備役員会での次年度の
方針、年間プログラム、理事役員名
簿、委員会編成、予算書などがすべ
て承認されました。年間計画書に掲
載されます。なお、今年度より A4 版になります。
会長方針ですが、ＲＩ会長テーマ『Peace Through
Service』奉仕を通じて平和を。奉仕をする事で、分
かち合いの精神が生まれ、平和へと導く事が出来る
と言う事です。戦略計画として 3 つの優先項目があ
ります。
『クラブのサポートと強化』
『人道的奉仕の
重点化と増加』『公共イメージと認知度の向上』で
す。それらを我がクラブに当てはめて一年間活動を
していきたいです。
第 1 として、次年度規定審議クラブ細則委員長を
新たに理事会に加える事です。まだ例会にて賛同さ
れていませんが、近藤さんよりそこの補足をしてい
ただきます。
近藤副委員長：
今年度、規定審議委員会を特別委員会として位置

付け、理事とする事を提案しました。なぜそうする
かですが、クラブは手続
要覧の白いページ、ロー
タリー章典、クラブ定款
細則に則って適切な運
営が行われなければな
りません。当クラブの特
色が継続しておこなっ
て行くためには見守る委員会が必要です。理事会の
外に位置付けられているとそれが出来ません。当ク
ラブ細則「9 条 委員会」に必要に応じて特別委員会を
設ける事ができる。とあります。創立以来 2005−06 ま
ではクラブ年表には特別委員会扱いをしています。
2005−06 年以降はクラブ奉仕の中に入っています。手
続要覧 236 ページ、RI 細則の運営審査委員会の役割を
採用したと言う事です。今までの任務の中に諮問委員
会審議の任務もあり、当クラブの運営管理有効性を審
査する理事会の子分的役割を果たしてもらうと言う事
です。
また、今年度諮問事項として小委員会統合について
の検討も出ていましたが、2013 年にＲＩの規定審議会
があり定款変更の可能性もありますので、次年度は今
まで通りの構成でやり、さらに検討して行きます。
熊谷会長エレクト：
以上の事で異議のある方は 1 週間以内に申し出てく
ださい。（規定審議クラブ細則委員長が理事会に入る
ことが）承認されれば磐石なクラブになります。
黒田規定審議クラブ細則委員長：
委員長として付け加えます。会長
よりの提案を委員会で検討、回答書
を作り、今日三川会長に回答しまし
た。内容は国際奉仕と姉妹クラブを
一緒にする。社会奉仕の中に環境保
全を組み込む等の提案でしたが、八
戸南 RC は姉妹クラブも、渡辺先生の思いの環境保全
も大切にして来ましたので、合併するとしても（ ）
にして、委員会名を含むとの結論になっています。ま
た、パスト理事の方が理事会に入ってはどうかと言う
ことですが、ただ規定審議クラブ細則委員長ではなく、
この委員長はパスト会長と言う事ですので、その所誤
解の無いようにお願いします。
熊谷会長エレクト：
来年の編成表をご覧下さい。クラブのサポート強化
で理事会に規定審議クラブ細則委員長を入れると言
う事です。会員増強は最重要課題で、ロータリアンと
してふさわしい方を推薦ください。目標は 5 名です。
よろず相談やＩＡとの清掃のほかにも新たなプロ
ジェクトを模索したいと思っています。また次年度の

よろず相談は「はっち」で行いフレッシュなイメージ
で行きたいと思っています。
公共的イメージですが、蕪島トイレで認知度がアッ
プしたと思います。また縄文館の石碑もそうです。
次年度は分区の幹事クラブですので合同例会など
の役目もあるようです。
ＩＭは八戸 RC が行ないます。
南浦項 RC が 30 周年で節目です。次年度は大挙して伺
いお祝いしたいと思います。
先月の 22 日に行われた地区協議会。例年になく 10
名の方が参加されてよかったです。地区協に行かれた
方から一言ずつお願いいたします。
長嶺会員：
纏めたのですが、時間が無いの
で。財団部会では寄付する事が奉
仕プロジェクトに参加しているこ
とで、恵まれない人に奉仕してい
る。100 ドルの寄付は手を差し伸べていること、それ
を待っていますと言っていました。
伊藤次期幹事：
会長幹事会部会に出ました。一つだけ WCS の件です
が、存在しないので、国際平和資金として一人 2100
円を目標に集めて下さいと言っていました。人数が多
いと気分も良いです。来年は八戸です。多くの方が参
加ください。委員会編成表は WCS を国際平和資金と直
しています。次年度の公式訪問は 7 月 12 日です。早

い時期なので年間計画を 6 月 21 日までに纏めて報告
ください。
石橋一夫会計：
今年度新会員勧誘のために地区より 5 万円入りまし
た。来年度は地区分担金が一人 5,000 円少なくなりま
す。
平光会員：
職業奉仕部会に参加しました。最
初自己紹介のときに貴方にとって
の職業奉仕をと言われましたが、こ
れから勉強したいと申しあげました。
他の方は熱い思いを語っていました。その後の本会議
は仕事があり出席せずに帰ってきました。
久保田会員：
広報に付いて、小さいグループでデ
ィスカッションをしました。広報に力
を入れる。ロータリーの番組が先々週
ありました。分担金が減ったのでそれ
に見合う年会費も減らしてはとの件も出ました。
山田会員：
私は国際奉仕と前日の財団と米山 2
日間出ました。言われた事は寄付をと
集めたお金と申告の仕方、税制上の優
遇措置のことで、しっかり勉強してき
ました。

