
≪会長要件≫小原会長

　25 日の南分区ＩＭに御出席の

皆様どうもありがとうございま

した。

　本日ビジターとしてお見えの

南分区ガバナー補佐中村勉様か

ら後で御挨拶いただきますので、

私からは一つだけお話します。Ｉ

Ｍの懇親会では、歓迎の言葉に

先立って、当クラブの鈴木会員

が所属する男声合唱団八戸メンネルコールの合唱が

あり、アンコールを含めて 6 曲お歌いになったと思

います。とても素晴らしい合唱で感動いたしました。

　ちょっと前に届いたと思いますが、第 2830 地区

2014-2015 年度ガバナーである工藤武重様からクラ

ブ宛に絵葉書が届いておりますので紹介いたします。

1 月 13 日からアメリカカリフォルニア州サンディエ

ゴで国際大会が始まり、ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ

会長エレクトから、下記のテーマが発表されたので

取り急ぎ御報告いたします、とのことです。次年度

テーマは、“LIGHT UP ROTARY”、日本語訳では、「ロー

タリーに輝きを」です。

国際協議会終了後はガバナーエレクトからインカミ

ングガバナーに呼び方が変わるようですが、工藤武

重インカミングガバナーは 25 日のＩＭに出席されて

おり、懇親会の乾杯でこのテーマの話をなさってい

ました。

　次に、八戸中央ロータリークラブの新田会長から

御願い状が届いております。内容は、25 日のＩＭの

基調講演を八戸警察署の斎藤富美子様に御願いしま

したが、講演料の受け取りを辞退されたので、代わ

りに、南分区８ＲＣ名義で八戸警察署へ青少年健全

育成を目的とした 10 万円の寄附を考えています。寄

附金については、南分区合同事業費から算出するの
で、各クラブからの追加の負担はありません。クラ
ブ単位で決をとり、3 分の 2 以上（５ＲＣ）の賛成
で実施したい、とのことです。来月の理事役員会ま
で時間がありますので、この場で皆様から決をとり
たいと思いますがいかがでしょうか（満場の拍手で
承認）。ありがとうございます。
　今月は「ロータリー理解推進月間」です。本日は、
当クラブ元会長であり元南分区ガバナー補佐でもあ
る石橋一男会員にお話をお願いしております。石橋
さん、何卒よろしく御願い致します。

《幹事報告》清川幹事
・㈱熊平製作所様より抜萃のつづり
が届きましたのでレターボックスに
入れてあります。
・ザ・ロータリアンが届いています、
事務局に置いてあります。
・来週の例会はよろず相談例会で２月８
日 (土 )18:30、ワシントンホテルです。

《ニコニコボックス》伊藤会員
中村ガバナー補佐 :１月２５日の I・M　ご出席大変
　　　　　　　　　ありがとうございます。
小原会長 : 中村ガバナー補佐ようこそ。先日の IM 大
　　　　　変お疲れ様でした。石橋さん、本日はよ
　　　　　ろしくお願いします。
清川幹事：八戸学院光星高校、春
　　　　　の選抜出場おめでとう
　　　　　ございます。
榊会員 : ロータリー理解推進及び
　　　　ポールハリス追悼例会、　
　　　　石橋規定審議・クラブ細
　　　　則委員長よろしくお願い
　　　　します。
平光会員：本日 SAA をつとめます。
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《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３名を含む 25 名。出席率

68％です。前々回の例会は、メー

キャップ１名、出席率 71％でした。
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《IM お礼》中村ガバナー補佐

　八戸南ロータリークラブ先輩

の皆様１月 25 日の IM にご出席

いただき大変ありがとうござい

ました。先程会長様より素敵な

お言葉をいただき大変嬉しく思

います。

　一番最初にガバナーに IM につ

いて相談したところ、ガバナー

の要覧に青少年奉仕とクラブ奉仕をやりたいと書い

てあるとのことで、IM のテーマとしてロータリーと

青少年奉仕でやろうと思いました。第一部は基調講

演で八戸警察署の職員の方から青少年の犯罪防止に

ついてお話しいただき、第二部では、村井パストガ

バナーコーディネートの元、６名のパネリストの方

に青少年についていろいろお話いただきました。第

三部は懇親会で八戸メンネルコールの皆様、このク

ラブにもお一人いらっしゃると聞いて大変心強く思

いました。鈴木さんの声を聴いてさすがメンネルコー

ルだなと思っていました。メンネルコールの皆様に

は大変お世話になり深く感謝しています。

　懇親会の中で次期ガバナー補佐を八戸 RC の村上隆

三さんが引き受けて下さり発表しましたが実は次の

ガバナー補佐を決めるのに難儀していたところ、こ

ちらのクラブの石橋さんにいろいろアドバイスをい

ただきました。どうもありがとうございました。

　ガバナー補佐の任務も１月の IM が終わりますと半

分位終わったような感じで肩の荷も軽くだいぶ笑顔

も出るようになってきました。本当に１月２５日先

輩の南ロータリークラブの皆様にご出席いただきあ

りがとうございました。厚くお礼申しあげます。

《ロータリー理解推進及びポールハリス追悼例会》石橋会員

　ロータリー理解推進及びポールハリス追悼例会と

いう事でお鉢が回ってきましたので頑張って発表し

ます。

　当クラブの現状を発表して理解推進に努めたほう

が良いのではと思い去年の暮れに入会１０年未満の

会員の意識調査をしておりますのでその結果を発表

しながらご意見を頂戴したいと思います。又、当ク

ラブは現在４４名の会員がおりますが平均年齢は

66.5 歳となっております。66.5 歳以上のメンバーが

26 名、それ以下の方が 18 名で 6 対 4 の割合です。

新聞等では 65 歳以上はお年寄りだそうですので、当

クラブはお年寄りの多い人員構成になっております。

　10 年未満の会員は現在 14 名おりますがそのうち

13 名の方よりアンケートの結果をいただきましたの

でお手元にある資料に沿って進めてまいります。

　A のあなたの一年間での出席は何％出席すればい

いでしょうかとの問いの答えは 50％以上ですが、年

間 48 回の例会があるとしてその半分の 24 回、これ

を 12 か月で割ると月 2 回の出席もしくはメイキャッ

プでそんなに難しい事ではありません。

　B の自分のクラブでの出席率は最低何％ですかと

の問いの答えは３３％以上で２４回の３３％は 9～

10 回位です。当クラブでは納涼例会、秋の家族例会、

クリスマス家族例会、新年互礼例会、よろず相談、

創立記念日もしくはお花見、イ

ンターアクトとの蕪嶋清掃、長

者山の清掃、そして年度末慰労

例会と年 10 回位ホームクラブ

以外での例会があります。これ

らは全員出席ですので出席

50％以上の半分くらいはクリア

できますので月に 1 回位メイ

キャップをすればそれで出席を満たすことが出来る

ようになっています。

　C のお金を払ってメイキャップをしたことがあり

ますかとの問いには 14 名のうち 10 名が他のクラブ

でのメイキャップをしたことがないという結果が出

ましたが、私も入会して 10 年くらいは他のクラブで

のメイキャップをしたことがありませんでしたが例

会変更などのメイキャップはしておりました。また

八高インターアクトクラブは月 1 回の例会をしてお

りますのでこちらでも出席すればメイキャップが出

来ます。このように病気をして例会を休んだ時など

メイキャップをして 30 年無欠席を続けています。

　D の国際平和資金の目標額を知っていますかとの

問いでは知らない方が 9 名おりましたが前は 100 円

献金でしたので 48 回の例会ですと約 5,000 円でした

が今は年間 2,100 円です。

　F のロータリー財団に寄付をしたことがあります

かとの問いではあると答えた方が 8 名でわからない

と書いた 1 名の方も寄付をしていると思いますので

ほとんどの方が寄付をしています。財団の寄付も集

め方を工夫すればもっと集まると思います。たとえ

ばポールハリスフェローになるために、すでにポー

ルハリスフェローになっている方から名義を借りる

ことが出来ます。ポールハリスフェローになってい

る方の名義を 50％借りることが出来ますので、10 万

円寄付している方から 5 万円分の名義を借りること

が出来るのです。そこでこの 5 万円をお借りすると

あなたは後○万円の寄付でポールハリスフェローに

なれますよというように財団委員長さんが皆さんの

寄付を把握してお願いすればもっと寄付が集まるの

ではないでしょうか。

財団の中にはベネファクター ( 恒久基金 ) というの

もありますがほとんどの方がこれを知りません。昨

年 7 月当クラブの黒田先生が全国のベネファクター

の寄付を集める委員長になりましたが黒田先生は皆

様には言わなかったので当クラブからの寄付はな

かったと思います。当クラブでは黒田会員、近藤会員、

鈴木会員、佐々木会員と私の 5 人がべネファクター

になっておりますが後 5 人くらいの方にべネファク

ターになってほしいと思っています。ただべネファ

クターの寄付は地区やクラブには戻って参りません。

　G の米山についてですが米山は寄付をしたことの

ない方が多いです。これはどうしても財団のほうが

集める機会が多いのでそちらに偏ってしまっている

のではないかと思います。

　H の地区大会についてですが八戸での地区大会は

全員登録ですが他地区での地区大会にはほとんどの

方が出たことがないようです。以前は入会 3 年未満

の方は IM や地区大会に出席するように指導されまし



たが、最近では強制的に指導する方が少なくなった

ようです。

　I の IM についても同じだと思います。参加したこ

とがあると答えた方は 5 名ですが先日の IM の後であ

ればこの様な結果ではなかったと思います。

　J の当クラブの定款細則の本を持っていますかと

の質問では持っていないと答えた方が分からないを

含めて 6 名です。これは入会時にバッヂや手帳と一

緒に渡しているのですが最後に作ったのは野澤年度

ですが在庫がなくなってわたっていないのかなと

思っています。今年度 6 月までに新しい定款細則を

作りますので皆様にお渡しできると思います。

　K の RI の手続要覧を持っていますかとの問いでは

持っている方は 4 名しかおりませんでしたが、今新

しい手続要覧の申し込みを受けています。

　L の所属している委員会に参加したことがあるか

ないかとの問いであると答えた方が 6 名しか居ませ

ん。これは新会員の皆さんが委員会を分かっていな

いのではないか、以前は新旧の委員会をやった時に

は委員長さんが集めて飲み会をやったもので 6 月、7

月は飲み会ばかりでした。最近ではまとめて 1 回の

新旧の委員会で済ませているので、その辺かなと思っ

ています。

　最後に自分のスポンサーを知っていますかとの質

問で知らない方 1名と間違っている方が 1名でした。

以上がアンケートの結果でした。これを踏まえて皆

様にお聞きします。

〈村上会員〉

　スポンサーを知らないとか間違っているというの

はスポンサーとのコミュニケーション不足だと思い

ます。また、委員会に参加しなかったのではなく委

員会を設けなかったというのが大半だと思います。

石橋さんのお話では合同委員会を委員会ととらえる

かどうかという事だと思いますが委員長はやはり委

員を掌握する努力が足りないのではないか、この二

点が解決されれば後はニコニコにしてもポールハリ

スにしても米山にしても日常の会話の中で話題が出

れば向上していくと思います。

〈久保田会員〉

　入会する会員の皆様の考え方も先輩方とは変わっ

てきている部分があると思います。前にも言いまし

たが例会だけでなく地区大会などに参加することに

よりロータリーへの理解が深まりそれが通常の例会

にも跳ね返るのではないかと思っていますので、皆

様のご都合もあるでしょうがお誘いして連れ出すの

が良いのかなと思います。

　自分から入りたいと思って入会する方もいると思

いますが、私は三浦さんと高野さんがスポンサーで

いろいろ誘っていただいて入会しました。いろんな

大会などに出てみて凄いなと思いました。普段お会

いしたりお話しすることのないような方と交流でき

るという事でロータリーの良さを感じています。い

ろんな出会いのほかにも大会などで一緒に旅をして

友好が深まったりとか私には有意義に感じています。

　アンケートの結果でわからないというのは我々先

輩の責任でもありますので、10 年未満の方々という

よりも我々も考えなければと感じました。

〈石橋会員〉

　村上さん、久保田さんありがとうございました。

皆様の意見を参考にして今回の結果をどのように生

かしていけばいいか、討論会でもしてはいかがかな

と思っています。

地区大会もさることながら国際大会に行ってみると

いろんな人が出ています。外国の人たちは服装を見

るだけでもすごいお金持ちだと分かりますしすごい

人たちの集まりです。私は 3 回国際大会に参加しま

したがそれを見るだけでも参加してみたらいいと思

います。地区大会では佐々木さんと行ったソウルの

地区大会が一番でした。岡山や神戸の地区大会にも

行きましたが、ソウルが一番感銘を受けた地区大会

だったという事をお伝えして終わります。

《よろず相談について》原田職業奉仕委員長

　よろず相談の受付が今日から始

まりましたが件数が少ないかもし

れませんので皆様 PR よろしくお願

いします。2 月 8 日は昼がよろず

相談で夜が例会ですので間違えな

いようにお願いします。ポスター

が残っておりますのでお帰りの際

には持って帰ってくださるようお

願いします。
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