2016-17 年度ＲＩのテーマ「人類に奉仕するロータリー」
ＲＩ会長 ジョン・ジャーム（ ROTARY SERVING HUMANITY）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 長嶺 康廣 ● 会長 吉田 立盛 ● 幹事 平光 清美 ●コミュニケーション委員長 三浦 晃
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/
Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/
Facebook ページに「いいね！
」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2016/

四つの反省

第 1986 回 例 会 記 録
《前年度決算報告・今年度予算審議例会》
（クラブ協議会）
2016 年 7 月 28 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1418
桜田ＳＡＡ
《ビジター》
南グループガバナー補佐 源新 和彦
若山 忠義 様（八戸東ＲＣ）

１）真実だったか どうか
２）みんなに公平だったか
３）好意と友情を深めたか
４）みんなのためになったか どうか

伊藤職業奉仕委員

《出席報告》原委員長
様 （八戸北ＲＣ）

正会員数 44 名。本日の出席は免除
会 員 ４ 名 を 含 む 25 名。出 席 率 は
64％です。前々回の例会はメーキャッ
プなし、出席率 83％でした。

《会長要件》吉田立盛会長
火曜日に八戸プラザホテルにて南グ
ループの合同例会が行われました。当
ています。10 月 23 日（日）板柳町多
クラブからもたくさんの会員の皆様に
目的ホール「あぶる」です。
ご参会いただきましてありがとうござ
・8 月のロータリーレートは 102 円です。
いました。
・2016-17 年度ローターアクトクラブ前
今年度の南グループの幹事クラブは
期会長幹事会並びにスポーツ交流会の
八戸北ロータリークラブなのですが、
案内が届いています。8 月 27 日（土）カッ
北クラブの神山会長からも「地区大会の成功にむけ
コーの森エコーランドです。
て南グループ全体で盛り上げていきましょう」との
・例会変更のお知らせです。八戸ＲＣ 8 月 10 日（水）
とても心強い挨拶をしていただきました。
時間場所変更、8 月 17 日（水）任意休会、八戸東ＲＣ
ちなみに、次年度は私たち南ロータリークラブが、 8 月 5 日（金）時間場所変更、8 月 12 日（金）任意休会、
南グループの幹事クラブを担当する予定になってお
八戸北ＲＣ 8 月 16 日（火）任意休会、8 月 23 日（火）
りますので、年度末には準備をしなければなりませ
時間場所変更、8 月 30 日（火）時間変更、八戸中央
んので、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたし
ＲＣ 8 月 1 日（月）任意休会、8 月 8 日（月）時間
ます。
場所変更、8 月 15 日（月）任意休会です。
今日の例会はクラブ協議会となっております。協
議内容は前年度決算報告及び今年度予算承認につい 《ニコニコボックス》吉田賢治副委員長
て皆様の忌憚のないご意見等をお願いいたします。
南グルーブガバナー補佐 源新和彦様 :
また、間もなく三社大祭が始まります。市内のあ
ニコニコ
ちこちの屯所から、お囃子の音色が聞こえ、お祭り
吉田立盛会長：三浦さん写真ありがと
ムードが高まっていますが、今年も長生園とのぎく
うございます。本日の会計報
園の利用者の皆さんをお祭りに招待しております。
告よろしくお願いします。
どうぞ、会員の皆様のたくさんの参加を宜しくお願
平光幹事：前年度会計報告、今年度予
いいたします。
算審議よろしくお願いします。三浦さん写
真ありがとうございました。
《本人誕生日》
山田会員：本日よりシニア出席免除会員です。
清川会員：決算報告です。みなさんよろしくお願い
致します。
米内会員：ニコニコ
桜田会員
《幹事報告》平光幹事
・板柳ＲＣより創立 50 周年記念式典開催の案内が来

《社会奉仕委員会》清川委員長
来週の月曜日に迫ってきましたが長
生園とのぎく園の方々をご招待して三

社大祭を楽しみたいと思います。お手伝いして頂け
る方は 15 時現地集合でお願いします。。出席の方は
メーキャップ扱いとなりますのでよろしくお願いし
ます。
《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長
今日配布した会報にちょっと変わっ
た 所 が あ り ま す。「あ の 頃 君 は 若 か っ
た・・・さて誰でしょう」と言うコーナー
ですがご本人も分からないような古い
写真を載せてみました。皆さんも古い
写真を提供して頂ければありがたいと
思いますのでよろしくお願いします。
8 月号のロータリーの友から 6 点ほどご紹介しま
す。最初に 2Ｐの写真です。男の子が手を洗ってい
る何気ない写真です。日本では手を洗うのは当たり
前ですがこの男の子の国では手を洗う習慣がなかっ
たのが洗うようになったと言う写真です。5Ｐには韓
国の子供たちの写真ですソウル国際大会の時のもの
です。写真の下にはロータリーの友の地区代表委員
の名前があり米内会員の名前も載っています。34Ｐ
には「ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識」が
載っていますので是非お読みください。36Ｐには「例
会出席は義務ですか？楽しみですか？」と有ります
が皆さんでご検討して頂きたいと思います。37Ｐに
はＲＩ運営審査委員会委員として黒田会員のお名前
があります。タテ組みの 13Ｐには「最年長？の新会
員」という記事が載っていますがこちらも是非読ん
でみて下さい。

えば例会は月 2 回以上でいいよとか、E クラブと普
通のクラブとの区別をなくする、つまり普通のクラ
ブでも Web 上で例会をやってもいいとか、一つの職
業にかかわる人数制限を撤廃するということだとか、
その他さまざまこれまでにない大きな変化がありま
す。これは RI の立場にしてみると国際的な多様化と
いうことなのだと思いますが、伝統的に日本で我々
がやってきた習慣からすると受け入れられるものも
受け入れられないものもあると思うのです。ですか
ら手続き要覧については「ねばならない」というも
のではなく推奨されるということですから、それを
受け入れる、選択するのは各クラブに委ねられたも
のでありますから各クラブが自分たちのクラブを今
後どういうものにしていくのか、3 年後、5 年後、10
年後のクラブをどうして行くのかということを考え
て、自分たちのクラブが活性化していくために、楽
しいクラブであり続けるために、今変えられるもの
は変えるということが大事だと思います。それがも
う一つのクラブの戦略計画の大切さであろうという
ように思っています。二つ目としまして「所属クラ
ブで RI 会長賞に挑戦する」ということで、当然挑戦
していただいていると思いますが、今現在は「ロー
タリークラブ・セントラル」からしかエントリーが
できませんので Web 上からぜひともエントリーして
いただきたいと思います。何か方法等についてのご
質問がございましたらガバナー事務所の事務局員の
庭田さんまでご一報いただければお応えできると思
いますのでよろしくお願い致します。三番目でござ
いますが「RI 会長地区特別賞に挑戦する」というこ
とで、これは地区が頂戴する賞になりますが、皆さ
んにお願いすべきは財団の寄付と会員増強への強い
ご協力ということでございますのでよろしくお願い
致します。二つお願いがございまして、一つは 2017
年 6 月 10 日から 14 日までアメリカのジョージア州
アトランタで開催されます国際大会、これはロータ
リー財団の設立 100 周年を祝おうということがメイ
ンテーマになっております。この国際大会のゾーン
のコーディネーターが北山 PG になっており、この地
区で目標 36 人参加ということを長嶺ガバナーが提示
されておりますので、ガバナー輩出クラブの皆様の
ご協力をお願い申し上げます。一人でも多くの方に
ご参加をいただきたいと思っています。最後のお願
いでございますが、公式訪問です。2016 年 10 月 13 日、
木曜日 16 時からということでございますので、私と
ガバナーとでお邪魔させていただきますのでよろし
くお願いいたします。何かと役不足の私ではござい
ますけれども、どうぞ一年間ご協力の程よろしくお
願い申し上げます。

《ご挨拶》
南グループガバナー補佐 源新和彦様 ( 八戸北 RC)
本年度南グループガバナー補佐を仰
せつかりました源新でございます。よ
ろしくお願い致します。個人的なこと
ではございますが私が地区幹事長を仰
せつかりました時に久保田さんを地区
幹事にご派遣いただきまして、久保田
さんには本当に貴重なご意見をいただきましたと同
時にいろいろとお手伝いいただきまして心から感謝
を申し上げます。本当にありがとうございました。
黒田先生もいらっしゃいますしガバナー輩出クラブ
でもございますから地区の方針についてはもう十分
ご承知のことと思いますけれども、私のお役目の一
つとして地区方針の周知というのがございますので
簡潔に申し上げます。本年度の地区スローガンが
「ロータリーの魅力を語り合おう」ということでござ
いまして「ロータリーモーメント」を皆さんに語っ
ていただきたいというのが主なテーマでございます。
詳しいことは先ほど申し上げました通り皆さんご存 《クラブ協議会》吉田会長
ここからはクラブ協議会で前年度の
知だと思いますのでこれ以上は申し上げませんが、
決算報告と今年度の予算審議を行いた
地区の運営方針としては三つの重点施策があります。
いと思います。
一つが「戦略計画をクラブに根付かせる」これはガ
最初に前年度の決算報告をお願いし
バナーがおっしゃるにはクラブの長所短所を分析し
ます。
て、楽しく活力のあるクラブ作りをどうするかとい
う計画を作りましょうと言うことなのですが、今年
の規定審議会で標準定款をはじめとして大きな変化
があります。標準定款はもちろんのことですが、例

《決算報告》清川前年度会計
最初に会計監査の三浦晃会計監査役より監査報告
をお願い致します。
《監査報告》三浦晃会員
八戸南ロータリークラブの平成 27 年
7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日の一般
会計収支決算報告書について、平成 28
年 7 月 21 日に八戸南ロータリークラブ
事務所において関係書類を詳細に監査
の結果、問題なく処理されており適法
なものと認めます。

《清川前年度会計》
決算報告書読み上げ説明、拍手にて
承認

《今年度予算審議》熊谷会計
今年度予算書 ( 案 ) 読み上げ説明、
拍手にて承認

