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第 1836 回例会記録 ≪次年度会長担当例会≫
2013 年 5 月 30 日（木） 点鐘 12：30
レポート NO.1277
1836 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・次年度会長担当例会
≪会長要件≫熊谷会長
こんにちは、2 回続けて休みま
した。前々週は風邪でした。前日
に伊藤幹事とカラオケをしてダウ
ンしました。先週は出張で小原エ
レクトは青森ＲＣの 60 周年。また
村上副会長にお願いしました。因
みに伊藤幹事の奥様が今風邪だそうです。
前の話題ですが、5 月 12 日に地区協議会が開催され
ました。参加の皆さんご苦労様でした。次の年度のた
めの研修協議会です。ＲＩの方で 3 年ごとの規定審議
会が 4 月に開催され、当地区の最大課題である地区再
編の問題。当初、2010 年の審議会で 1000 人だった会
員が 1200 名で再編ときまり、2011 年７月で合併にな
る予定が、5 月の理事会で 2 年延期となりましたが、
1200 名に増やさなければなりませんでした。この 4 月
に 1200 名が 1100 名への変更が採択されました。当地
区の代議員だった鐘ヶ江ＰＧが出て頑張ってくださっ
たようです。3 年間は 1100 名で地区は独立と言う事で
すが、因みに 3 月末で 1111 名だそうです。1100 の縛
りもぎりぎりです。3 年後また変わるかもしれませんの
で、薄氷を踏む事態で増強は大きな課題です。
先日、5 月 24 日の復興国立公園の祝賀会があり、隣
の席がライオンズの方でした。そのクラブもかつては
60 名いたのが 20 名だそうです。組織と言うのは今ジ
リ貧状態の感じのようです、本当は横ばいか右肩上が
りが、活気があると感じます。数だけでないでしょう
が、活性化の要因にはなると思います。皆さんもロー
タリーの素晴らしさを心から発信して、仲間を増やし
て欲しいです。
≪幹事報告≫伊藤幹事
＊ 青森ＲＣから 60 周年式典のお
礼が届いています。
＊ 例会変更
八戸ＲＣ：6 月 26 日時間変更

≪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 4 名を含む 28 名出席率 72％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 5 名出席率 81％

八戸東ＲＣ：6 月 7 日休会、28 日時間変更
八戸北 RC：6 月 18 日時間変更
八戸中央ＲＣ：6 月 24 日時間変更
＊ リレー・フォーライフ・ジャパン八戸より賛同の
お願いが来ています。これはがんについて啓発
し、がん患者の勇気を称え、がん研究や患者支
援のために寄付を集めることを目的としてい
ます。一口 1000 円です。
≪次年度幹事報告≫ 清川幹事
５月２３日次年度の理事役員会の報
告です。規定審議会の変更により副会
長とＳＡＡが役員から外れますが、当
クラブは細則でＳＡＡを理事にするこ
とが決まりました。後、新世代奉仕が
青少年奉仕となります。
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員
熊谷会長：2 回お休みしました。ご
迷惑をおかけしました。本日は小原
さん主役です。宜しくお願いします。
伊藤幹事：小原エレクトもうすぐで
すね
黒田会員：がん患者支援チャリティ
イベントのリレー･フォーライフジ
ャパン八戸の協力をお願いします。
村上会員：小原会長エレクト期待しております。
小原会員：次年度会長担当例会と言う事で緊張して
います。よろしくお願いします。
鈴木会員：6/23 八戸市合唱祭です。よろしく！
平光会員：小原会長エレクトよろしくお願いします。
リレー・フォーライフ・ジャパンご協力お願いしま
す。
岡山会員：月 1 回位の出席になり申し訳ありません。
法官会員：入会 1 年が経ちました。これからもよろし
くお願いします。

≪次年度会長担当例会≫
小原会長エレクト
３月１７日にＰＥＴＳがありま
して、清川幹事と一緒に参加、続い
て５月１２日の地区協議会に出席
しました。ロンＤ．バートン次期会
長 の Ｒ Ｉ テ ー マ は 「 Engage
Rotary Change Lives」、「ロー
タリーを実践し、みんなに豊かな人生を」です。エン
ゲージとは従事する、携わる。ということでロータリ
ーに深く携わることで、ライフ、周りの人生、ロータ
リアンの人生が変わるとのことです。
２８３０地区次年度ガバナーの北山さんは概ね次の
ようなメッセージを言っていました。規定審議会で当
面は最低 1,100 名で安心ですが、例年６月末の退会者
が多く、1,100 を割るかもしれないので、引き続き安全
圏と思われる 1,200 名を達成したいと言っていました。
重点事項は新世代とクラブ奉仕で、５大奉仕はクラ
ブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕、職業奉仕
とありますが、新世代を４つの奉仕が支えている構図
だと仰っていました。会員を増やすためにも新世代に
重点をとのことです。
そして活動の基本は地域の若者を再発見、職業奉仕
の実践、親睦の充実です。また、ロータリアンの研修
会への参加。クラブの会合、地域社会へです。３番目
に財団支援。１人当たり１６０ドルを目標に、米山寄
付１万円とで、合わせて毎月 2,000 円位を、と言って
いました。
他には会長幹事部会では、何かターゲットを作るこ
とが重要との事でした。八戸北ＲＣは会員数が少ない
けれど、ガバナーを出すことでクラブが活性化したと、
何かターゲットの設定をとも言っていました。
実は来年の会長方針を示すべきですが、まだ固まっ
ていません。クラブの活性化のために例会の充実、親
睦重視と会員増強。この二つは目標にしていきたいと
思っています。また長嶺会員が地区財団委員長で、熊
谷会員が補助金の委員長ですので財団への協力を進め
ていかなければと思っています。地区協当日は新しい
事務局の石橋さんも参加しました。私以外 8 名の参加
でした。それぞれの参加者から一言ずつお願いします。
クラブ奉仕部会：平光会員
会員増強部会に参加。それぞれがどのようにしてい
るのか、興味深かったです。青森モーニングの案でハ
ードルを低く、1 年目は会費を安くする。たとえば年間
20 万なら最初 10 万、2 年目 15 万、3 年目に 20 万と段
階的にと、でも実現はしていないそうです。辞める人
に新しい人を入れてからと言う等。増やすのも大事だ
が減らさない必要があると、経験のある人が必要。例
会策をみんなで考えていく。むつＲＣではガバナーを
出した時に増えたのでガバナーを出すと盛り上がるの
で立候補してほしいとの話で終わりました。
広報部会：鈴木会員
広報は社会奉仕とＩＴと一緒の部会でした。社会奉
仕をどういうことをやったらいいかアンケートして、

教えてほしい。広報はマスコミに連
絡しても記事にしてくれないとの悩
みがありました。テレビ局関係の方
が依頼する時の趣意書に熱意が感じ
られるものでないと、との話もあり
ました。確かに長生園のお祭り招待
も、喜ばれていることを強調しなけ
ればと思いました。
インターネットの方は中々見てくれないと、検索で
すぐに引っかかるよう、例えば復興公園で蕪島トイレ
が出てくるような工夫が必要だと思いました。
職業奉仕部会：原田会員
職業分類がなくなってきているとか、倒産しないよ
うにとかの話がでました。個人的にボランティアをし
ている事や、
クラブでよろず相談で職
業を生かしていると話しました。皆さ
んの話しを聞いていると、淋しくなっ
てきましたし、変わってきていると感
じた。仕事をしていない人も増えてき
ているようでした。
国際奉仕部会：法官会員
5 月 12 日の地区協議会はロータリアンとして自覚を
持つことが出来て感謝でした。関場パストガバナーの
インドでのポリオの話、詳しく知る
事ができました。分科会では実践報
告が出ました。その中で、五戸ロー
タリークラブは国際結婚をしている
人への支援があました。沢山の事例
を伺い、物を考える参考の話しを聞
けました。私は、まだ参加していま
せんが、韓国との事例を話しました。私を知っている
方の指名でカンボジアからの受入の話しをし、分科会
報告でもその話が出ました。1 日 3 時にＡＴＶで放送が
あります。
ロータリー財団部会：伊藤会員
地区補助金は 3 年前の寄付から出ている話や、成
田委員長から奨学生を大学と高校にもう一人くらい
出したいので、財団の寄付をお願いしますとの事で
した。
会長幹事会計部会：清川会員
報告です。例会プログラムが承認されましたので
13 日に渡します。
地区協に幹事として参加。皆さんベテランで、3
回･4 回と言う方もありました。リーダーシップにも
参加し勉強してもおぼつかないところもありますが、
ご迷惑をかけないよう頑張っていきたいと思います。
小原次期会長：
公式訪問は 9 月 19 日です。現と次期委員長引継ぎ
は 6 日がクラブ組織関係委員会、13 日が奉仕プロジ
ェクト関係委員会です。前年の紙のファイルに留意
事項を書いて引き継いで下さい。

