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第 1850 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、職業奉仕、Ｒ財団≫
・ガバナー公式訪問準備例会
≪小原会長≫
≪ビジター≫
八戸中央 RC 南分区ガバナー補佐
≪会長要件≫小原会長

《出席報告》伊藤出席委員
正会員数 44 名。本日の出席は免除
会 員 4 名 を 含 む 26 名。出 席 率
65％ で す。前 々 回 の 例 会 は メ ー
キャップ 1 名出席率 63％でした。
平光副 SAA

中村

勉

様

３．ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加
させる。
４．顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガ
バナー自ら表彰する。」
従来、公式訪問の目的は以上の４つでした。しかし、
先日近藤会員から説明があったとおり、4 月の規定
審議会で、4 番目に「クラブの定款および細則が、
組織規定を順守していることを確認する。規定審議
会開催後は、特にこれを行う。」という目的が追加さ
れ、公式訪問の目的は５つとなりました。

先日お亡くなりになった当クラブ
元名誉会員・第 13 代会長田村郁三
様の御長男の田村一夫様から礼状が
届いておりますので読み上げさせて
いただきます。
≪幹事報告≫清川幹事
「謹啓 亡き父郁三の葬儀の折に
は立派なお供えを賜りまして誠にあ
ガバナー事務所より、地区大会 一
りがとうございました。謹んでお受けいたし、霊前
般公開記念講演・アトラクションのチ
に飾らせていただきました。ご芳情に心よりお礼申
ラシが届きました。沢山のお客様にお
し上げます。末筆ながら幾久しいご健康とご多幸を
集まり頂きますよう皆様ご協力お願い
お祈り申し上げます。」
致します。
来週はいよいよガバナー公式訪問ですので、本日
又、10 月 4 日 地区大会記念ゴル
はガバナー公式訪問準備例会とさせていただきます。
フコンペ再度のお誘いも届いております。奮ってご
2010 年手続要覧の国際ロータリー細則「15.090.
参加下さい。
ガバナーの任務」には、「ガバナーは、地区内におい
米山の母 直前ガバナー松本さんと共にベトナム・
て次の事項の責務を負うものとする。」として、14
ハノイへ奨学生を訪ねる旅（11 月 27 日～ 12 月 1 日）
項目が列挙されています。14 項目には、新クラブの
のお誘いが届いています。参加希望者は事務局まで。
結成、既存クラブの強化助成、地区内各クラブの会
員増強の推進、ロータリー財団の支援、地区大会の 「ロータリーの友」英語版ご希望の方は事務局まで。
例会変更のお知らせ
計画及び主宰、月信の発行等がありますが、その 7
地区米山記念奨学工藤委員長より 10 月 3 日奨学生
番目に公式訪問についての記載があります。
卓話を 11 月 14 日に変更させて頂きたいとの連絡が
「年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数ク
ありました。持ち回り理事会で承認を得ましたので
ラブ合同の例会への公式訪問を行うこと。その際に
11 月 14 日の会員卓話例会と入れ替します。
は、以下の目的を果たすため、できる限りガバナー
9 月 26 日職場訪問について、後程原田委員長より報
の出席が最大限の成果を生むような機会を選ぶ。
告がございます。
１．ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持
南風会（ゴルフ）と秋の家族例会の出欠確認、宜
たせる。
２．弱体および問題のあるクラブに特別の関心を払う。 しくお願い致します。

≪本人誕生日≫

吉田会員

≪結婚記念日≫

松田会員

≪ニコニコボックス≫吉田副委員長
中村勉ガバナー補佐：
小原会長：本日はガバナー公式訪問
準備例会です。宜しくお願い致しま
す。
清川幹事：来週ガバナー公式訪問で
す。宜しくお願い致します。
鈴木会員：来週と勘違いして、あやうく 11 時に来る
ところでした。
橋本会員：2020 年東京オリンピック開催決定！レス
リング競技存続決定！ありがとうございました。
平光会員：東京オリンピック開催決定おめでとうご
ざいます。バッチを付けて応援した甲斐がありまし
た。
松田会員：結婚記念日ありがとうございます。
≪中村ガバナー補佐挨拶≫
中村ガバナー補佐：皆さんこん
にちは。
八戸中央ロータリークラブの
中村です。今日は地区大会と IM
のお話しをさせていただきます。
先ほど幹事さんからもお話しが
ありましたが、地区大会記念ゴ
ルフコンペ大勢のご参加お願い
します。
青少年奉仕を中心に…というガバナー方針により、
中央ロータリークラブ担当にてインターシティー
ミーティングが１月 25 日に予定されております。多
くの皆様の参加お願い致します。
≪職業奉仕委員会≫原田職業奉仕委員長
9 月 26 日（木）職場訪問は、吉田会員の事業所「ホー
プフルのぎく園」を訪問します。
12 時～田向「浜善」にて食事が
できます。（12：40 迄）
12：45 浜膳出発 （所要時間約
15 分）
のぎく園は、第 2 養護学校から
500ｍ先の左側です。駐車場は手
前にございます。（目印はＲＣと
記したプレハブ小屋）
例会は 1 時～（吉田会員より
30 分ほど事業所についての説明）その後見学となり
ます。
何か疑問点ございましたら原田迄お願い致します。

≪ロータリー財団委員会≫伊藤財団委員長
先週配布しました当クラブの年次活動計画書の
48・49 ページに北山ガバナーの方針が載っておりま
す。
その中の最後に「財団プログラムへの積極的な参
加をお願いします。地区補助金や青少年交換プログ
ラム、グローバル補助金を使った事業などロータリー
活動の結晶ともいえる事業を支えているのがロータ
リー財団です。ポリオプラスも最終段階を迎えてい
ます。寄付は目的ではありません。しかし寄付なく
してロータリー活動は完成しません。ポリオ・イン・
インドに参加しましょう。来年は記念すべき最終年
度となります。今年度の地区目標は会員一人当たり
年間 160 ドルとします。月 2,000 円を目標に計画的
に財団寄付をお願い致します。」と、ございます。我
八戸南ロータリークラブも、財団寄付専用の封筒を
作ってニコニコボックスの横に置いています。毎月、
いくらでも結構です。ご寄付宜しくお願い致します。
来週は公式訪問でガバナーがいらっしゃいます。
是非皆様のご協力をお願いします。
≪ガバナー公式訪問準備例会≫小原会長
クラブ協議会として、ガバナー
公式訪問準備例会を進めさせて
頂きます。レターボックスにガ
バナー公式訪問予定表とクラブ
の四つのテストの原案のペー
パーが入っております。お手元
に御準備願います。
予定表を見ながら説明。その後クラブの四つのテス
トについて説明。
いろいろ悩みまして、ガバナー事務所にも問い合
わせたところ、このクラブ四つのテストは、理事会
の承認を得る必要はなく、クラブ会長の思いをまと
めてみて下さいとのことでした。現在の四つのテス
トが非常に良く出来ているので、それ以上何も加え
るものも無いな、と感じておりますので、職業奉仕
の観点から四つのテストを作るのはなかなか難しい
な、と思っております。
7 月、村上会員増強委員長さんに音頭を取って頂
いて、会員増強委員会を開いて頂き、会員の方々の
意見をフリートーキングの形で伺う事が出来、村上
委員長の御意見も伺う事が出来ました。また先日の
担当例会の時の村上委員長のお話を伺い、会員増強
する為にも退会防止する為にも、クラブの活性化が
大切でしょうと言う事で、当クラブの四つのテスト
試案を一つ作ってみました。もう一つは、ＳＯＵＴＨ
ＲＯＴＡＲＹＣＬＵＢ ＯＦ ＨＡＣＨＩＮＯＨＥ
に因んだ言葉の遊びでつくってみました。皆様のご
意見をお聞かせ下さい。
（会員の意見を募り第１案に決定した。）

