
《会長要件》吉田立盛会長

　5 月の最後の例会ということで私の

年度もあと一か月となりました。今日

の例会は次年度会長担当例会でちょう

ど一年前のいまごろ自分の年度が近づ

くにつれて緊張していたのを思い出し

ます。

　先週の例会は親睦家族例会ということでカワヨグ

リーン牧場でパークゴルフをやってきました。家族

会員合わせて 24 名の参加をいただきました。天気も

すごくよく楽しく過ごしてまいりました。オーナー

の川口 PG が出迎えて下さり、参加者全員に美味しい

ソフトクリームを御馳走してくださいました。事前

に打ち合わせを兼ねてレストランに食事にも行って

来ましたがとても静かでよいところなので皆さんも

行ってみてください。

　先週の土曜日には南グループの親睦ボウリング大

会がありました。例年ですとゴルフですが担当の北

クラブさんの提案で今回はボウリングでした。我が

クラブからは 3 チーム 9 名の参加で参加クラブの中

では一番チーム数が多かったです。総合の成績で 2

位となり何とかクラブの面目を保ってきました。私

のスコアはたいしたことがなかったのですが村上会

員と原会員が頑張ってくれました。来月にはクラブ

内のボウリング大会も企画しておりますので皆さん

ふるって参加してください。

《幹事報告》平光幹事

・2830 地区カバナーエレクトの佐々木

様より地区研修・協議会参加のお礼状

が届いています。

・例会変更のお知らせ、八戸 RC 6 月 28

日 ( 水 ) 時間変更、八戸東 RC6 月 9 日

(金)任意休会、6月30日(金)時間変更、

八戸北 RC 6 月 27 日 ( 火 ) 時間変更、八戸中央 RC 6

月 26 日 ( 月 ) 時間変更

・6月のロータリレートは 1ドル 110 円です。

・コーディネーターニュースとハイライト米山が届

いています。

・年度末慰労例会の出欠を回しています。

・本日 18 時 30 分より現・次年度合同理事役員会です。

《ニコニコボックス》西尾委員

平光幹事 : 米内会長エレクト、よろしく

　　　　お願いします。

鈴木会員 : 次年度担当よろしく !　いよ

　　　　いよですね。

小原会員 : 久しぶりの例会出席です。米

　　　　内会長エレクトのお話を楽しみ

　　　　にしています。

米内会員 :皆様どうぞよろしくお願いします。

西村会員 : 米内会長エレクト、今日は楽しみにして

　　　　います。

（クラブ協議会）

《次年度会長挨拶》米内会長エレクト

　PETS で感じたことは我がクラブは

非常に恵まれているということでし

た。黒田先生と近藤さん始め先輩方が、

特に次年度の委員会等大きく変わるこ

ともあり、詳細なところまでレールを

引いてくださっており、規定審議・戦

略計画委員会を立ち上げていただく等他のクラブか

らは非常に羨ましがられました。緊張はしておりま

すが何の憂いることなく会長をさせて頂けることに

感謝申し上げるところです。会長ノミニー西村会員

と次々年度の会長候補の方は安心して会長職をお受

けいただけると思います。

　次年度のRI テーマは　ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

　ロータリー：変化をもたらす

　デファレンスは違い、差異差別意見の不一致等が

主な意味と、意見の違いを乗り越えても変化しなく
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　正会員数 41 名。本日の出席は免除

会員 3 名を含む 24 名。出席率は 63％

です。前々回の例会は、会員卓話例

会で出席率 91％でした。

《出席報告》原委員長

四つの反省
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 石橋職業奉仕委員長



やっているということを聞いていましたので、いろ

いろと細かいルールにこだわるよりは、本来のロー

タリーの目指す奉仕を重視すべきではないかと思い

ました。

　話は変わりますが皆さん「じょっぱり経済学」を

知っていましたか、私は知りませんでした。青森大

学でロータリーが行っている講座で、それに参加し

てみたらどうかということでした。当クラブの長嶺

ガバナーや東クラブの鐘ヶ江 PG、北クラブの源新ガ

バナー補佐が先生をしています。ロータリーの PR も

兼ねてやっているのでこれに参加して内容を報告し

てはどうかということもありました。その他にこれ

はと思うのは企業の考え方やトップの方の話をイン

タビューして会報に載せていったらどうかという提

案もありました。ほかの方もいらっしゃるのでこの

辺で終わります。

《三浦晃会員》

　次年度の社会奉仕を仰せつかりまし

た。私の役目は長生園とよろず相談を

受け持つことと考えておりその辺のこ

とを話してきました。前にもやったこ

とはありますがいろいろと忘れている

こともありますが、何とかやらせてい

ただきたいと思います。

《石橋会員》

　会長、幹事、会計部会に参加してき

ました。分科会の前に特別講演があり

佐々木千佳子ガバナーエレクトの同期

の 2840 地区のガバナーエレクトの田中

久夫さんの会員増強のお話があり、50

人くらい会員を増やしたお話しをされ

ていましたがその中で会員を増やすにあたりクラブ

の中で問題のある人 ( その人がいるから入らない )

に対して、あなたがいると会員が増えないのでやめ

てくれとはっきり言ったところ、自分の問題点に気

が付きおとなしくなって会員が増えたと言う様な事

を言っていました。我々はそんなことは言えません

が、それを言ったことによってその方々も辞めずに

新しい会員との交流が増えたということでした。先

ほど米内エレクトも話していましたが戦略計画委員

会を作っているクラブが 5 つくらいしかないという

ことでしたが、我々は黒田先生から色々と指導を受

けてやっていますので他のクラブから見ると羨まし

く思われているようでした。

《熊谷会員》

　私は次年度の財団委員長ということ

でそちらの分科会に出席しました。お

かげさまで以前に地区の財団委員会の

地区補助金委員長をやらせていただき

ましたので、財団の中身については余

裕を持って聞くことが出来ました。寄

付の話で心苦しいのですが次年度の地区としての寄

付目標は年次寄付 1 人 150 ドル、今 1 ドル 110 円で

すから 16,000 位、米山は 1 人 20,000 円をお願いし

たいということでした。次年度財団委員長として皆

てはならないと私的に理解した所です。ROTARY の次

のコロンの意味も深いと思います。西村会員に伺わ

なければとも思っていたところです。イコールとは

違いセミコロンとの違いもあります・・・・。変化

は成長発展のチャンスでも有る訳です。そのチャン

スを生かすには対極を知る、RI で課題になっている

職業倫理に関しての事も含み、黒田先生が出版され

ました“ロータリーの職業奉仕の歩みと今後への提

案”を熟読しなければと思います。日本の独特な文化、

例えば“石田梅岩の都鄙問答”等職業についての哲

学書があります。中庸を見極める複眼的な思考が必

要となります、中庸とは真ん中を意味するものでな

く両社の利点を見極めると考えました。

　地区のスローガンは Let’s Take Action !　 RI

のテーマ変化をもたらすため行動に移そうというこ

とでしょうか。　行動に移そう！です。

　次年度の八戸南ロータリクラブのテーマは「魅力

あるクラブにしよう」です。長嶺ガバナー年度の地

区スローガンは“ロータリーの魅力を語り合おう”で、

我々の吉田年度テーマはロータリーの魅力を発信し

ようです。RI のテーマと地区のスローガンにもマッ

チします。　　

　クラブ自体に魅力が無ければいくら入会者を増や

しても退会者は減ることがないと思います。我が八

戸南 RC に入会させて欲しい方々が大勢出てくる下地

にもなるかと考えました。魅力あるクラブとは親睦

やコミュニケーションと共にさらにもう一つロータ

リーを共に生きがいとされ、年齢での退会が無くな

るよう、先ず現会員が何をおいても例会に来たくな

るようにできればと思います。クラブに望むことを

皆さんからお聴きして反映させていきたいと思いま

す。

　続きまして、13 日の地区研修・協議会でのことを

出席された方々に報告していただきます。

《久保田会員》

　私は職業奉仕と社会奉仕の部会に参

加してきました。職業奉仕と社会奉仕

の違いとかありましたが、その中で各

クラブの職業奉仕の事例、社会奉仕の

事例について発表がありました。我々

は長生園のお祭りへの招待やよろず相

談等の事例、それから蕪島海岸の清掃など、これは

三浦さんから発表がありましたが、そういう事例の

発表があって私の方の職業奉仕の関連としては、四

つのテスト、四つの反省をやっていることを話しま

した。これはクラブによって違いがありました。職

業奉仕月間にフォーラムを開催するというので、何

をやるか聞いたところ職業分類についてやるという

ことでしたので質問しました。職業分類をする必要

性がどこにあるのか、過去には 1 業種 1 名でしたが

今は 5 名までであまりこだわらないという状況の中

で、職業分類を詳細にやらなければならないのか疑

問に思い質問しました。私は納得できませんでした

が、会員を勧誘するためにあった方がいい、定款に

書いてあるからという答えでした。会議の席だった

ので言いませんでしたが、先日西村会員がイギリス

でメーキャップした時にあまり形にとらわれないで



様にお願いすることになると思いますのでよろしく

お願いいたします。

《西村会員》

　私はクラブ管理運営部会に参加しまし

た。20 いくつかのクラブが出ていまし

て一通り各クラブの現状を話したら終

わってしまいました。先ほど来皆さんが

言われているようにうちのクラブは恵ま

れているなと感じました。規定審議委員

会などないクラブもいっぱいあって、新しい細則も

まだ決まっていないという所も多かったですし、20

いくつかのクラブの中で現会員数が 10 人前後の所が

半分近くあり、管理運営どころか存続がどうかとい

うクラブが結構ありびっくりしました。私個人とし

ては一年後に向けて一生懸命勉強したいと思ってま

すし、皆さんのことをよく知りたいと思っています

し、私のことも知ってほしいと思っています。前に

も話しましたがフラットな会だと思っていますので、

西村先生ではなく西村さんと呼んでほしいなと思っ

ています。
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