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第 1847 回例会要旨 

・会長要件≪小原会長≫ 

・幹事報告≪清川幹事≫ 

・各委員会報告≪出席、親睦≫ 

・会員選考委員会 

《出席報告》田守委員長 

正会員数 44 名。本日の出席は免

除会員５名を含む 27 名。出席率

66％です。前々回の例会は納涼例

会でした。 

第 1847 回例会記録 ≪会員選考委員会担当例会≫ 

2013 年 8 月 22 日（木） 点鐘 12：30 

                          レポート No.1286

≪会長要件≫小原会長 

 
八戸北ＲＣの源新育子地区幹事

及び平野榮子直前会長、お忙し

いところありがとうございます。 
さて、私もあまり詳しくない

のですが、現在、ＲＩからクラ

ブへの連絡や各クラブからＲＩ

への報告にインターネットが利

用される割合が増えてきています。ロータリアンは、

ＲＩホームページで登録を行うことにより、「会員アク

セス」から色々な情報に接することが可能となってい

ます。ただし、「会員アクセス」で利用できる機能は、

クラブ会長、幹事、会計、その他の会員により異なっ

ています。 
8月 18日に、ＲＩのピーター・マルコス最高情報責
任者名で、来る 8月 26日に新ウェブサイトが公開され
ることになった旨のメールが届きました。新ウェブサ

イトは、登録者専用サイトと一般向けサイトの２つに

分かれており、My Rotary（登録者専用サイト）では、
カスタマイズされた情報や機能が利用できるようにな

るようです。また、セキュリティ対策も強化され、最

新のインターネットブラウザに対応したものとなると

しています。 
ただ、ロータリアンが現在の「会員アクセス」また

は新ウェブサイトに登録するためには、会員情報の連

絡先として E メールアドレスの設定が必要のようです。
しかし、現在の我がクラブの会員登録情報を見ると、E
メールアドレスの登録がなされていない会員が大半と

思われます。今まで「会員アクセス」に登録されてい

ない方で、新ウェブサイトに登録希望の方は、私か清

川幹事まで御連絡くださるよう御願いします。 
本日は、会員選考委員会担当例会です。橋本委員長、

どうぞよろしく御願いします。 
 

≪幹事報告≫清川幹事 

例会変更のお知らせです。 

八戸RC 9月 25日(水)時間変更です。 
青森県三八地区県民局より三陸復興

国立公園指定記念イベント開催案内

が届いております。米山梅吉記念館

より、館報が届いております。 
RIより世界のロータリー公式名簿の CDが届いており
ます。いずれも、事務局に置きますので、ご利用下さ

い。 
９月 26日職場訪問例会は、時間等の詳細が決まり次第
ご報告いたします。 
地区大会の登録料は次回例会から集金しますので、 
宜しくお願い致します。 
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員長 

源新様：南ロータリークラブの皆様、

地区大会ご協力よろしくお願いいた

します。               

小原会長：八戸北ロータリークラブ 

源新元ガバナー補佐、平野様ようこそ。

橋本委員長本日は宜しくお願い致します。 

清川幹事：八戸北ロータリークラブ 

源新元ガバナー補佐、平野様ようこそ。本日は宜しく

お願い致します。 

鈴木会員：孫達による保育園状態無事終了致しました。 

平光会員：三浦晃さん写真ありがとうございました。 

黒田会員：ありがとうございました。 

 

《ロータリー財団》伊藤委員長：小原会長より 1,000$頂
きました。ありがとうございました。 

 



  

 

≪地区大会ご協力のお願い≫ 

源新育子地区幹事：今日は

地区大会ご協力のお願いに、

直前会長の平野と参りまし

た。 

南ロータリークラブさんに

お伺いいたしますと、いつも温かく迎えて下さいまし

て心から感謝申し上げます。 

7 月からいよいよ北山ガバナー年度が始まりました。 

2 月から地区チーム研修、PETS、地区協議会等、すでに

地区としての行事は動き始めております。その都度、

皆様から多大なご支援を頂いて、何とかここまで地区

の事業を進めて参ることが出来ました。残すところ、

大きな事業と致しまして、地区大会がございます。 

本来であればガバナー自身がお伺いし、皆様に親しく 

お願いのご挨拶に参るところでございますが、あと 13

公式訪問が残っておりまして、そちらの方に奔走して

おりますので、経験不足ではございますが私どものご

案内でお許しいただきたいと存じます。 

地区大会は、やはり一番大きな…と申しますか、ロ-タ

リアンが皆様といろんなことを共有出来る大切な地区

行事でございます。ですから 2 日間最後の最後まで、

ロータリー友情の火を燃やし続けながら感動を分かち

合いたい、という思いで 2 日目も残っていただける一

般公開とかチアリーダーによるアトラクションとか考

ながら進めておりますが、なにせ北ロータリーはガバ

ナーを輩出するのは初めてです。ですから今回は、分

区コホストクラブからお一人ずつ地区幹事さんをお願

いし、南クラブ様から、久保田様に地区幹事をお願い

して、いろんなことで助けていただいております。今

回地区大会にあたりましては、特に南分区をあげて

2830 地区では、大会にあたり全員登録をお願いしてお

りますし、参加に関しましても、最後の最後までご一

緒にロータリーを楽しんで、友情を分かち合いたいと

思っておりますので、是非ご参加宜しくお願い致しま

す。今日は、本当にお忙しい中お時間とっていただい

てありがとうございます。 

 

≪橋本会員選考委員長≫ 

会員選考委員長の橋本で

す。担当例会という事で、

本来ならば数分で終わる

ところなのですが、時間

を使ってよいという事で、

いくつか内容を分けなが

らお話進めさせて頂きた

いと思います。               

 まず会員選考委員会。私は委員長、副委員長には金

田先生、委員には石橋さん、慶徳さん、山田さんの 5

名でなっているわけです。忘れている方はご確認をお

願い致します。今日、全員おいでになっておられます

ので宜しくお願い致します。会員選考は、会員増強・

職業分類委員会との連携をもって会員増強の仕事に努

めるのが仕事であります。特に多くの皆様から、是非

ご推薦を頂きたい…というのが基本であります。今回

地区重点目標になっております、会員増強は其々のロ

ータリークラブの大事なポイントになっております。

是非、ご推薦を頂きたいと思います。今まではテリト

リー問題、職業分類の問題、一業種一名等非常に厳し

かったのですが、最近は、もちろん基本がありますが

大分緩やかになります。職業分類に関して、同じ業種

でも一名ではなくて、幅広く多くの方が入りやすくと

いう配慮もしてありますので、推薦された方が、テリ

トリー、職業分類によって支障をきたすということが

今はございません。 

また、会員増強選考に際しましてロータリーにふさわ

しい人…と言いますが、私はそうではなくて、ロータ

リアンになっていただいて、皆さんと一緒に自分を磨

き、皆さんと交流をもって、それを通じて職業で社会

に貢献をするという可能性のある人をご推薦いただき

たい。我々自身もまだまだそれに至っておりませんが、

そういう意味で、相応しい人ではなく可能性のある人。

ですから、何方でも宜しゅうございます。あとは皆様

で補佐しながら一緒に成長していくというのが基本で

す。そういう意味で是非お近くの方にお声を掛けどん

どん紹介して頂き、我々は理事会に提出する書類を上

げていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 お手元に「171」のパンフレットあるかと思います。

NTT 関係の公益財団がいくつかありますが、その中に公

益財団法人日本公衆電話会というのがあるのですが、

私は以前より青森県の支部長をやっておりまして、 

これに係っております。緊急時、災害時の安全確認の

伝言という事で「171」というのは大変効果があるので

す。遡りますと、阪神大震災、宮城内陸地震、中越地

震、はるか沖地震、もちろん今回の震災等、大きな災

害の時は電話、携帯は殆ど使えなくなります。その時

に連絡を取るための手段として、総務省も全面協力し

てやっております。パンフレットに詳しく記載されて

おりますが、「171」を押して頂いて連絡を取ることが

できます。自分の家が潰れて家族がバラバラになった

時この「171」を使って連絡を取り合うことができるの

です。例えば、自分の電話の中に、これを使って「自

分は○○にいます」と入れておきますと、 

聞く人は「171－2」を押しますと再生し聞くことがで

きます。家族、友人、お取引先等の連絡に大変有効に

使えますので、詳細はパンフレットにございます。ど

うぞご覧になって下さい。災害は忘れたころにやって

くると申します。これをどこかに貼って置きますと、

必要なものとか、あるいは災害時の行動について載っ

ておりますのでどうぞご利用下さい。この「171」は毎

月 1日と 15 日に自分の電話で実験ができます。聞こえ

てくるガイダンスに従って、録音し、再生確認もでき

ます。実験録音は 24時間経つとそれは消えるそうです。

いざという時電話は通じません。私も時々試みており

ますが、慌てると上手くいきません。ゆっくり、聞き

ながらやっていただければできます。地域の回線が不

通になるとほかの回線を使って利用できるようになっ



  

 

ているそうです。是非これをご活用ください。既に分

かっていらっしゃる方は、他の方にパンフレット差し

上げて下さい。 

 少し時間がございますのでオリンピックについても

お話させて頂きます。ロータリークラブも 2020 年のオ

リンピック招致を応援しようということでバッチが回

ってきたはずです。東京は 2020 年の開催地にエントリ

ーしているのですが昨年 5月の時点で約 11都市がエン

トリーしています。 

調査の結果、最終 3 つの都市が選ばれました。マドリ

ッド、インスタンブールそして東京です。この 3 つの

中に選ばれて初めてこの五輪のマークを使えるように

なり公式招致活動ができるようになりました。 

３つの候補都市がかなりの戦いをしておりまして、前

半はトルコのイスタンブールが一番有力でした。イス

ラム圏の都市で開催したことがないということ、そし

て、アジアとヨーロッパの架け橋、平和ということが

あって、ダントツでイスタンブールが有力でした。と

ころが最近の政治情勢などで治安が非常に悪くなり一

気にマイナス要素になっております。スペインマドリ

ッドは財政問題等でマイナス要素になっております。

東京は財政問題はよろしい。治安も安全、そしてコン

パクトに全施設がまとまって…既にほとんど完成して

いるということを考えますとかなり抜き出ております。 

東京は大丈夫、と考えたいのですが、いろんな駆け引

きがございます。 

今年 2，3月から調査委員が来て調査いたしました。 

それから後の 2 つにも行きました。それぞれに対する

コメントが発表されましたけれど、まったくどこも同

じような評価です。数か月前に IOC 国際オリンピック

委員会理事会で正式のプレゼンテーションがあって、

日本からも相当な方々が出向きました。一時間くらい

でしょうか、スライドや動画を駆使して説明しました。

その後もいろんな出来事もございましたが、９月 7 日

IOC の総会がございます。その総会で開催地が決まりま

す。午前中は最終のプレゼンテーションがあり、その

後午後に投票。IOC は 104 名。その中 98 名に投票権

があるようです。過半数取れれば決まりますが、取れ

ない場合、最下位を除いて再投票。先日のレスリング

の例もございます。最下位をのぞいていくこの投票法

では、逆転してしまうことがあるのです。この点から

も、安心できません。予断は許されません。 

何故かと申しますと、先頃水泳世界選手権がスペイン

で、モスクワで陸上世界大会が開催されました。今度、

ブラジルで柔道の世界選手権があります。その 3つが

あった中で、かなりのロビー活動が繰り広げられてい

るのです。ですから、今度の柔道にもいろんな方々が

出向き、あっちの委員こっちの委員に会いアピールを

しております。簡単ではありません。単純に財政問題 

治安、施設問題を鑑みますと東京は有利ですが、色々

なことが絡んでおります。9月 7日は開催地を決めま

すが翌日 8 日は種目決定の日です。今までは２６種目

でしたが次回からはゴルフ、七人制ラグビーが加わり

２８種目で開催されます。ところが今決定しているの

はレスリングが外されましたから 27 種目となり、残り

の一種目を投票で決めるわけです。ですからその選挙

でも票のやり取り、貸し借りがあるわけです。レスリ

ンググだけでなく、野球、ソフトボール、空手も候補

になっており、それから選ぶことになるのです。それ

を選ぶのに国との関係、駆け引きがあるのです。最も

影響を及ぼすと私が考えておりますことは、今 IOC 会

長の改選期になっておりまして、それが総会で行われ

るそうです。その選挙もあるということは、種目の関

係開催地の関係、そして会長選の関係が絡み合いそれ

に今の 3 つの世界大会のやり取りも絡みあい、簡単に

はいかないだろうとおもっております。 

昨日、一昨日、一昨昨日と東京オリンピックの事をテ

レビでやっておりました。当時日本は戦後十数年で「…

あんなところ…」という世界から、まだ軽蔑されてい

た敗戦国の立場であったわけですが、当時の一番の候

補はアメリカデトロイトです。自動車産業の一番の都

市でほぼ決定と思われていたのが、日本が逆転をし「世

界平和」と言う事を謳って選ばれたようです。ですか

ら、最終聖火ランナーに選ばれた坂井君は、広島に原

子爆弾が落とされた日が誕生日の 19 歳の青年でした。 

世界平和を掲げてオリンピック開催を勝ち取った、そ

してその後日本がここまで繁栄して、また、オリンピ

ックの際は多くの方々から日本は素晴らしいと評価さ

れ、日本の繁栄に繋がってきました。そういう意味で

は是非この度も日本で開催をしたいという事です。ど

うなるかが今わかりません。今回日本に誘致すること

を通して、日本の新しい生き方が出来るのではないか

…そんな思いもございます。 

同じことをスペインマドリッド、トルコイスタンブー

ルでも同じように言っているのです。そういう意味で

は、なかなか大変なことです。ですから、このひと月

の間にそういう重要なことがあるということに注目し

て頂いて、東京で開催されることに皆さんもぜひ応援

して頂きたいと思います。雑談を含めながら委員会の

お話させて頂きました。 

 

 

 


