
《ビジター》
　　峯　　正一　様（八戸ＲＣ）
　小笠原　良誠　様（八戸東ＲＣ）

《会長要件》榊会長
　今月号のガバナー月信に 40 周年の
PR の為の資料を投稿して、それが載っ
ております。皆さんはガバナー月信を
それぞれご覧になって情報を集めてい
ると思いますが、実は私はパソコンが
不得手なものですから会長エレクトで
PETS に行くまでガバナー月信があると

言う事を知りませんでした。PETS での懇談会の席で
会長として情報を発信するのにガバナー月信を見て、
活用して下さいと言われ、ガバナー月信て何だろう
と言うような知識しかありませんでした。ガバナー
月信には 2830 地区の様々な情報が入っています。皆
さんはパソコンが得意でしょうからそれを見て情報
を得て頂ければと思います。会長になりますとロー
タリーリーダーと言うものがメールで届きます。ロー
タリーリーダーとはどういうものかというと、例え
ば 2 月に来たものをご紹介すると、2 月 2 日は寄付
推進補助金ニュース、2月 10 日は会員増強に関して、
2 月 18 日も会員増強で、26 日はロータリー全体のア
ンケートに関する事でした。3 月 5 日も会員増強で
だいたいが寄付か財団に関する事、会員増強に関す
る事ですが、こういった中から会長要件の時にお知
らせすればいいのですが、私も前半は緊張していて
こういったものを見る余裕がなく、今は少し見てい
ますので皆さんにもお伝えしていきたいと思ってい
ます。
　新しい会員の方も入会されましたので皆様のレ
ターボックスの中に「ロータリー情報の入手方法」
と言うのを入れてあります。これは私が知っている
範囲の情報です。タイトルとアドレスも書いてあり

ます。ガバナー月信、ロータリージャパン、こちら
には様々な情報が載っています。ロータリーの歴史
なども載っています。ロータリー用語便覧という所
を見ると色々と分かると思います。一般的に 4 番目
に書いてあるマイロータリーを見れば様々な知識を
得ることが出来ます。私は全くできないものですか
ら会社の人の中から担当を決めてその人から開いて
もらい情報を得ている状況です。ただ仕事をしなが
らですので頼みにくくパソコンの得意な皆様よりは
情報を得るのが遅くなりがちですが、皆さんもどう
ぞこのアドレスを開いて知識を深めて下さい。
　40 周年の PR の為に各クラブを訪問していますが、
先日は中央 RC に行ってきました。中央 RC は 30 周年
と言う事で、30 周年に向けて会員増強を含めて頑
張っていこうと人数も増えているようです。ちょう
ど私が行った時には平成生まれの 24 歳の方の入会式
がありました。私たちも会員増強を含め頑張ってい
きたいと思います。今日は新しい会員の大橋会員が
来ていますが来週バッチの伝達を行いますので今後
ともよろしくお願いします。

《本人誕生日》　　　《奥様誕生日》

山村会員　　　　　慶徳会員、赤穂会員、小原会員、
　　　　　　　　　米内会員、法官会員、桜田会員
《結婚記念日》
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2014-15 年度ＲＩのテーマ「ロータリーに輝きを」
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《出席報告》桜田委員長

正会員数 45 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 28 名。出席率 72％

です。前々会の例会は、メーキャッ

プ３名、出席率 68％でした。

熊谷ＳＡＡ
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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



《黒田会員》

　私たちのクラブでは今、40 周年記念

を迎えて皆さんは準備で大変な思いを

している事と思いますが、ちょっと目
を変えて RI の現状をポイントだけお話
ししたいと思います。
（スライドを使いながらＲＩの現状をお

話していただいた。）

以下は黒田会員が「ロータリーの友」平成 26 年 12
月号に投稿したものです。

「私の提言」黒田正宏
　日本国内の各地区と各クラブに「日本のロータリー
創立１００周年記念再生委員会」を２０１５－１６
年度から４年間活動させる。その構成は地区やクラ
ブに一任するが、５名ほどにする。１年目は RI 理事、
G 代表、RC,RRFC　,RPIC やその補佐と日本事務局な
どによるリソース提供と地区委員との自由討論実施。
２年目は地区委員とクラブ委員との自由討論。３年
目はクラブ内での数回の自由討論と具体的なまとめ。
４年目にそれを地区でまとめ、全国報告会で追加討
論。結果を地区からクラブに行う。５年目にそれま
での内容を踏まえて地区やクラブで記念行事を実施
する。
自由討論内容は
　１．RI 戦略計画
　２．ロータリー財団新補助金モデル
　３．ポリオプラス運動
　４．会員組織
　５．RI ウェブのクラブでの活用
　６．規定審議会での採択内容とは。
　７．ロータリーの基本と本質とは。
　８．地域の現状に応じた奉仕活動とは。
　９．日本のロータリーとして大切にしたいこと。
　10．あらゆる組織での社会的責任
などから５つ以上を選ぶ。
　目的は最近の RI の変化を理解し、その対応を具体
的に地区やクラブで行う。ロータリーの基本を再認
識し、日本の文化の本質をロータリー運動に加味統
合する。会員自身が自分のロータリー観を育ててい
くこと。クラブが自主的に奉仕活動を実践すること
です。
　

《幹事報告》伊藤幹事

　定例理事役員会の報告です。

・4 月のプログラムについて、4 月 2 日

( 木 ) はゲストスピーチ又は会員卓話の

予定でしたが創立記念が近いので準備例

会とします。準備状況が整っていれば会

員卓話に切り替えます。4 月 9 日 ( 木 )

創立記念準備例会、リハーサルを予定しています。4

月 16 日 ( 木 ) 例会変更で 4 月 19 日 ( 日 )40 周年記

念例会です。4 月 23 日 ( 木 ) 任意休会です。4 月 30

日 ( 木 ) コミュニケーション委員会担当例会でマイ

ロータリーなどのロータリーのウェブ関係のお話を

予定しています。

・創立記念例会は全員登録、登録料 15,000 円　参加

いただける奥様の登録料は 5,000 円です。

・八戸学院光星高校さんが選抜甲子園に出場します。

会員の事業所でもありますので協力したいと思いま

す。

・新会員の大橋会員がいらしていますがスポンサー

である私の連絡不足で準備不足の為入会式は来週改

めて行います。

・新会員も 3 名になりましたので歓迎例会を行う事

としました。5月に予定しています。

・職業奉仕委員会からセミナーの案内が届いていま

す。4 月 25 日 ( 土 ) 十和田市で 10 時からです。出

席対象者は会長と職業奉仕委員長です。

・ザ・ロータリアン誌、八戸市から緑と花 26 号が届

いています。

《ニコニコボックス》平光委員長

榊会長 : 規定審議委員長の鈴木さん、今

　　　　日は宜しくお願いします。

伊藤幹事 :大橋さん入会おめでとう。

鈴木会員 : 本日、黒田会員よろしくお願

　　　　いします。

西村会員 :会員交流会、楽しかったです。

清川会員 :大橋さん入会おめでとうございます。

吉田会員 :大橋さん入会おめでとうございます。

平光会員:3月ニコニコBOXへのご協力お願いします。

奥様誕生日 :慶徳会員、赤穂会員、小原会員、

　　　　　　米内会員、法官会員、桜田会員

奥様誕生日 :慶徳会員、三浦晃会員、赤穂会員、

　　　　　　久保田会員、法官会員

《規定審議・クラブ細則委員会》鈴木委員長

　会長から何か諮問があれば活動する委

員会ですが、今年度は今の所何もありま

せんので、今日は黒田会員にお願いして

RI の動向についてお話して頂きます。

先月号のロータリーの友にも載っていま

したが、次年度から月間の目標が変わり

ます。それによって例会のプログラムの編成の仕方

も変わってくると思いますがその辺についてもお話

して頂けるのではと思います。よろしくお願いしま

す。
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