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第 1825 回例会記録 ≪規定審議･クラブ細則委員会担当例会≫ 
2013 年 3 月 7 日（木） 点鐘 12：30 

レポート NO.1271 

≪ビジター≫ 
谷地秀壽様(八戸東 RC) 

≪会長要件≫熊谷会長 
 3 月に入りました。まず報告として、前回高槻Ｒ

Ｃよりの交流の件、今日理事役員会があり、今回は

ご要望に添えないとの結果になりました。来週は任

意休会ですが、地区としてＰＥＴＳが開催されます。

新会員の方ように。プレジデントエレクト、トレー

ニング、セミナーの頭文字で当クラブからは小原会

長エレクトと清川次年度幹事が出席します。他に地

区委員長として長嶺会員と私が出席する事になっ

ています。会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

は次年度会長が任務の為に準備する会であり、次年

度テーマ、クラブの役員任命、目標の設定、指導者

の選任、管理運営、会員勧誘オリエンテーション、

効果的奉仕、ロータリー財団、資源確保、年次計画

等を組む為の勉強会です。参加者はＧＥ（インカミ

ングガバナーとも言います）、ガバナー補佐、研修

リーダーなどで、マニュアルや会長要覧が配布され

ます。幹事の物もあります。これに基づいてやって

行くと言う事です。 
 3 月は識字向上月間で、今月 28 日には八戸ロー

タリークラブの富岡義勝現ロータリー財団委員長

がいらっしゃいます。今日は先週に引続き、次年度

のロータリー財団委員長の長嶺会員にアメリカで

の財団セミナーの報告をしていただきます。2 週続

きますが、よろしくお願いします。 
 

≪お祝い≫ 
本人誕生祝：小野澤会員、下田会員 

奥様誕生祝：山田会員(2月)、慶徳会員、佐々木会員、

赤穂会員、小原会員、櫻田会員、米内会員 
結婚記念日：慶徳会員、 
佐々木会員、三浦会員、 
小野澤会員、久保田会員、

赤穂会員、山子会員、法

官会員 
≪幹事報告≫伊藤幹事 
＊ 理事役員会決定【4 月の例会プログラム】 
4 日：広報･雑誌･ＩＴ委員会担当例会 
11 日：出席委員会担当例会 
18 日⇒19 日(金)創立記念例会 18：30 
25 日：Ｒ情報退会防止委員会担当例会 
＊ 理事役員会で高槻ＲＣとの交流辞退決定 
＊ 2520 地区より仙台空港にバナーを上げ展示の

災害復興支援イベントに参加決定、バナー並び

に 1 万円を送ります。 
＊ 3 月 2 日の東奥日報に老舗物語として平光さん

のところが紹介されていました。後ほど話して

ください。 
 

≪出席報告≫清川出席副委員長 

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 28 名出席率 70％ 

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 3 人出席率 70％ 

1825 回例会要旨 

・四つのテスト 

・会長要件 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦） 

・規定審議･クラブ細則委員会担当例会 
・Ｒ情報退会防止委員会報告 
 



  

 

≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員 
熊谷会長：長嶺地区財団委員長今週もよろしくお願

いします。 
伊藤幹事：長嶺委員長よろしくお願いします。 
村上会員：長嶺さん２週連続ありがとうございます。 
山田会員：無事会社に出勤しています。御心配を御

掛致しました。 
平光会員：3/2 東奥日報朝刊に青霞堂の歴史を大き

く掲載していただきました。（突然取材記者がやっ

てきて、2 週間後掲載。創業約 100 年、大正元年に

と言い伝えられていますが、商工会的には 95 年と

言われます。こんなに大きく載るとは思いませんで

した。青森の友人から元気そうだねと電話があり、

良い宣伝をして頂きました） 
本人誕生祝：下田会員 
奥様誕生祝：久保田会員､松田会員､小原会員､櫻田

会員､音喜多会員､慶徳会員､赤穂会員､山田会員(妻

の誕生祝ありがとうございます) 

結婚記念日：音喜多会員､慶徳会員､赤穂会員､山子

会員､三浦晃会員 

≪規定審議･クラブ細則委員

会担当例会≫ 長嶺委員長： 
 国際協議会参加の道中記。先

週はロスからサンディエゴへの

飛行機が出たところまででした。

サンディエゴの空港が近づくに

つれ飛行機の窓から見ると砂漠

のような薄茶色の大地が続いて

いた。日本の山あり木ありのイ

メージではなく砂漠の砂で荒涼

とした大地でした。到着ロビーに財団のスタッフが迎

えにきていて、バスで「マンチェスター･グランドハイ

アット･サンディエゴ」ヘ。ホテルには 17 日 15：00
頃到着。まず登録(財団の日本事務局が対応)、資料と

同時通訳のイヤフォンが渡された。夕食まで時間があ

ったのでツィンタワーより１0 分位のところにある

｢サンディエゴ空母博物館｣へ。空母博物館は空母ミッ

ドウェイで、これは 1945 年進水、ベトナム戦争従軍、

1972年横須賀に配備 1992年退役して博物館として公

開されています。ヘリや飛行機が展示されていますが、

中には入りませんでした。 
 ホテルの夕食をサボり島村パストガバナー（第 1 ゾ

ーン RRFC）と第三ゾーンの松本 RRFC と繁華街へ飲

みに行きました。島村 PG が土地の若者と弾けて、意

外な面を見ました。明るい性格が素晴らしいと思いま

した。実はこの時間、国際協議会の中では｢国際祭りの

夕べ｣が行われていて見損ないました。ロータリーの友

37 ページに民族衣装のアトラクションが載っていま

す。ホテルに帰りバーで飲みなおしているとハイテン

ションのガバナーエレクトの集団が乱入してきました。 
 18 日朝食はパンにハンバーグ、野菜とコーヒーで質

素です。お昼もそんな感じで、マクドナルドのような

感じでした。本会議は 8：30～9：30 で 7 ヶ国語の同

時通訳でした。会場の中は妙にハイテンションで何か

一言言うと腕を突き上げイエィ～と奇声を上げる雰囲

気でした。開会セレモニーでは韓国のリー財団管理委

員長（2008-09 年 RI 会長）が 2013-14 年の財団目標

を発表。【参考：①ポリオ撲滅②未来の夢計画実施③画

期的なプロジェクトと創造的なパートナーシップに参

加④ロータリー財団が自分達の財団であるとの自覚と

誇り】次は未来の夢に関するセッション。そして日本

人だけの会議は円卓討論で進捗とその確認の話し合い。

昼食後、部屋に戻ったら寝てしまい電話で起こされ、

遅れて会場に入ったらジロジロと見られた。午後から

アイディア交換、ワークショップ、新地区補助金とグ

ローバル補助金との対象。夕方までびっしりのスケジ

ュールでした。 
1 月 19 日の 7 ヶ国語本会議では人道的プログラム、

奨学生、職業研修の話があり、その後は日本人だけの

ワークショップではテーマに対してどう言う風に取り

組むかの討論です。午後も本会議、アイディア交換と

続き、ガバナーエレクトが国際協議会で勉強漬けだと

言う事を肌で感じました。帰りの飛行機が B787 だっ

たのが、飛行停止になりどうなるかと思ったのですが、

東日観光で帰りの飛行機便の手配をしてくれ、E チケ

ットを準備し配布してくれました。閉会夕食会（19：
00～21：30）出てきた料理は極めて質素でした。前菜

はレタスにドレッシング。メインは牛ステーキ・海老

のホワイトソース和えとポテトサラダ。デザートはア

イスクリームとコーヒーで、ドリンクは有料でした。

同じテーブルに 2011-12 年会長のカルヤン･バネルジ

ー夫妻が座っていましたが、英語が出来ず、話も出来

ずに食べているだけでした。1 月 20 日朝 6 時東日観光

のチャーターバスでサンディエゴ空港へそして無事帰

ってきました。 
≪委員会報告≫ 
三浦ﾛｰﾀﾘｰ情報・退会防止委員長： 
 関場パストガバナーからのメー

ルで、ポリオの発生件数が、2 月

27 日現在、今年は 5 名。アフガニ

スタン 1 名、ナイジェリア 2 名パ

キスタン 2 名です。2012 年の発

生は 223 名ナイジェリア 122 名、パキスタン 58 名、

アフガニスタン 37 名、ニジェール 1 名、チャド 5 名

だったそうです。パキスタンでは 2 月 26 日にワクチ

ンチームを守るガードマンが殺されたそうです。 


