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《出席報告》桜田委員長
正会員数 43 名。本日の出席は免除
会員４名を含む 24 名。出席率 67％
です。前々会の例会は、メーキャッ
プ１名、出席率 55％でした。

第 1914 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
≪出席・親睦・国際奉仕・
会計・職業奉仕≫
・出席委員会

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
吉田
３）好意と友情を深めるか 職業奉仕委員長
４）みんなのためになるか どうか

熊谷ＳＡＡ

《会長要件》榊会長
例会場での今年最初の例会です。1 月
8 日に蕪嶋神社で新年互礼例会を行いま
した。今年は年男の方が 7 名いらっしゃ
いますがその内 5 名の方が参加されお祓
いをしていただきました。その後会食は
マリエントの千陽さんに移動して頂きま
したが、そこで年男の皆さんに一年間の抱負を語っ
ていただきました。今日は出席委員会の担当例会に
なりますので、それに関連したお話をしたいと思い
ます。又、RI からのメールで若い会員の方への対応
の仕方のようなものが届いていましたので、こちら
も紹介したいと思います。例会への出席もそうです
が、新しい会員候補の方に声を掛けてもなかなか入
会してもらえないと言うのが現実であり、これはど
このクラブでも同じような事だとは思います。八戸
の職安に登録されている事業所数はちょうど南グ
ループの地域と重なりますが 5,478 あります。10 年
前は 5,830 で 350 社くらい減っています。南グルー
プの会員数は 271 名で約 5 パーセントの方がロータ
リーに加入しています。その他の会を含め一割ほど
の方が何等かの会に入っていると思いますが、まだ
かなりの事業所の方がロータリーに入っていないの
で、これから働きかければ確率はかなりあるのかな
と思います。ロータリーに入れば仲間が出来て仕事
にもプラスになります。プラスになると言うのは仲
間との触れ合いの中でリフレッシュが出来、それが
仕事に繋がりますよと言うように PR していければ良
いと思います。当クラブでも 30 代、40 代の方々に
声を掛けていますが中々入会に至らないと言うのが
現状です。それに関連して、労働組合は現在 2,500
位あるようですが 5 年前よりは 1,000 くらい減って
います。若い世代の方は束縛されることを好まない
と言う事が組合離れの大きな要因になっています。

だからと言ってそのままにして置くわけにはいきま
せんので、どのようにしたら受け入れてくれるかと
いうのがこれからのテーマになるのではと思います。
忘年会とか新年会にも出たくないと言う人がいます、
強引に誘うとパワハラになります。そういう人たち
にも対応していかなければならない時代ですが、ロー
タリーも新しく入った会員の方々、女性会員の方々
にも楽しく参加できる雰囲気作りをしていかなけれ
ばいけないと、半期を終えて考えています。RI から
毎月「ロータリーリーダー、クラブと地区に役立つ
情報源」というものがメールで届きます。1 月の内
容は「若きリーダーに発信の機会を」というもので
内容としては若いロータリアンがシカゴに集まって
会合を開いたことが書かれていますが、これは各ク
ラブ、各地域での若い人たちへの対応の仕方のヒン
トです。( 内容紹介 )「最後に前向きな姿勢で耳を傾
ける、重要なのはアイデアに耳を傾け、若い職業人
たちがクラブや地域に変化をもたらすきっかけを作
る事です。」というように書いてあります。まとめと
して、若い世代が出てきていますし、世の中も変わっ
てきていますので、このような事を発信して若い入
会候補者たちに PR していければと思っています。
本人誕生日・結婚記念日 本人誕生日・奥様誕生日 結婚記念日

金田会員

高橋会員

下田会員

奥様誕生日

石橋会員

三浦晃会員

豊川会員

《幹事報告》吉田副幹事
・ 先週の定例理事役員会の報告です。
2 月のプログラムについて、2 月 5 日例
会変更で 2 月 7 日 ( 土 ) よろず相談報
告例会、18 時 30 分八戸ワシントンホ
テルです。2 月 12 日、社会奉仕委員会
担当例会、2 月 19 日、クラブ組織運営
委員会担当例会、2 月 26 日、創立記念例会打合せ例
会です。
・新会員候補として元会員の山村雅雄さんが榊会長
より推薦され持ち回り理事会で承認されました。ご
異議のある方は一週間以内に文書にて伊藤幹事まで
提出して下さい。
・よろず相談報告例会の出欠が回っています。
・レターボックスの中に「南ロータリー 10 年の歩み」
の中の橋本会員がメラニーさんの事を書いた記事の
コピーが入っています。
・ハイライト米山、ザ・ロータリアン誌が届いてい
ます。
《ニコニコボックス》平光委員長
榊会長 : 出席委員長今日はよろしくお
願いします。
鈴木会員 : 今年もよろしく。
平光会員 : 今年もよろしくお願いします。
本人誕生日 : 金田会員、髙橋会員、
村上会員
奥様誕生日 : 石橋会員、髙橋会員、豊川会員
結婚記念日 : 金田会員、下田会員
《国際奉仕委員会》久保田委員長
次週は国際奉仕の担当で漁業をめぐ
る国際的な問題に関して、八戸商工会
議所会頭、福島漁業の社長さんの福島
哲夫さんに講演をお願いしています。
大変お忙しい方ですがようやく実現し
ましたので皆様の出席をお願いします。
《上期収支報告》平光会計
資料を読み上げ説明、拍手にて承認。

《出席委員会》桜田委員長
今日 1 月 15 日は以前は成人の日で祝
日でした。私が 20 歳の頃成人式は 1 月
15 日でした。ハッピーマンデー制度が
始まって、2000 年から 1 月の第三月曜
日が成人の日になりました。今年の新成
人は 126 万人で前年比 5 万人増、新成人
としては 21 年ぶりの増加であったとニュースでやっ
ていました。八戸市の新成人は 2,339 人でその内
1,921 人が成人式に出席したそうで成人式の出席率
は 82％だそうです。結構多いなというのが感想です
が、出席委員会としては出席率の話題は避けては通
れません。出席率の悪い私がお話ししにくいのです
が、お手元の資料に 7 月から 12 月の上半期の平均出

席率を書いてあります。79.3% と成人式の出席率よ
りちょっと悪いと言う状況です。資料の中に 9 月と
10 月の青森県内の出席一覧が入っていますが八戸東
クラブさんはどちらも 100％です。東クラブさんの
会員数は 51 名と当クラブより 8 名も多いのに 2 か月
連続 100％です。東クラブさんは連続 100％を続けて
いますので、改めてすごい事だと思いました。上半
期の個人別ではどうだったかと言いますと、資料に
皆さんの出席率を書いておりますが、上半期 100％
の人は、石橋さん、伊藤さん、久保田さん、熊谷さん、
鈴木さん、橋本さん、原田さん、平光さん、三浦晃
さんの 9 名です。下期も風邪やインフルエンザなど
に注意して 100％を継続して頂ければと思います。
インターネットでロータリーの出席率の事について
いろいろ調べてみましたが、入院先の病院から先生
に付き添いをしてもらい出席したとか、担架に乗っ
て出席したとか、そういう武勇伝をもっている方も
いらっしゃるようですが、元気で出席する事が何よ
りです。出席率のよくない方の中には、もちろんお
仕事で忙しくてと言う方もいらっしゃると思います
が、体調を悪くしている方もいらっしゃるとお聞き
しました。早く元気になって例会に出席して頂けれ
ばと思います。出席率についてお話させていただき
ましたが、最後に無断欠席についてのお願いです。
ご都合が悪くて欠席なさる場合は事務局もしくは
パークホテルの松浦さんまで必ず連絡をして下さる
ようお願いして終わります。よろしくお願いします。
《職業奉仕委員会》吉田委員長
よろず相談のチラシとポスターが出来ましたので、
皆さんお持ち帰りの上よろしくお願いします。

