2017-18 年度ＲＩのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
ＲＩ会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー（ 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 佐々木 千佳子 ● 会長 米内 安芸 ● 幹事 吉田 賢治 ●コミュニケーション委員長 大橋 央雅
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/

四つのテスト

第 2029 回 例 会 記 録
《会長・理事役員挨拶例会》クラブ協議会
2017 年 7 月 13 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1461
《ビジター》
村井 達様 ( 八戸 RC)
細川 寿雄様 ( 八戸東 RC)

言行はこれに照らしてから

清川ＳＡＡ

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

《出席報告》田守副委員長
正会員数 39 名。本日の出席は免除
会 員 6 名 を 含 む 24 名。出 席 率 は
68％です。前々回の例会は、出席率
86％でした。

《会長要件》米内会長
ようやく第 1 回目の理事会を先ほど
終わらせたところです。先週は少しイ
てのガバナー公式訪問の時にガバナーに私たちは会
レギュラーになり、皆様を戸惑わせて
員の皆様の 1 人ずつの庭でも、山を持っている方は
しまいましたが今回が初めての例会の
山にでも何か 1 本ずつ木を植えていただくというこ
つもりです。本来、まず最初の会長要
とをガバナーにお約束したところですので皆さんよ
件として次の事をお知らせするところ
ろしくお願い致します。公共イメージと認知度の向
から始まるのかなと思っていまして、そこのところ
上ということがあります。これは Web サイトの活用
少し話をさせていただきたいと思います。
とブランドのガイドライン、テンプレートの活用な
皆さんご存知だとは思いますが今年度の RI 会長
どだと思います。例えば私たちだと、よろず相談な
は、イアン H.S. ライズリーというオーストラリアの
どの活動を地元のメディアにもっともっと多く取り
方で今年度のテーマは ROTARY:MAKING A DIFFERENS、 上げてもらい露出度を大きくさせていくなどだと思
ロータリー : 変化をもたらす、ということになって
います。私は前年度までロータリーの友の委員をさ
おります。これに対応する戦略計画の中の 3 つの優
せていただいていたところがありまして 7 月号の
先項目として・クラブのサポートと強化・人道的奉
ロータリーの友には RI 会長の写真と一緒にメッセー
仕の重点化と増加・ロータリーの公共イメージと認
ジが載っております。会長の人となりとともにその
知度の向上、を指針として行動するとありました。 年度の会長のカラーが反映されていると思います。
詳細のものは A3 で 3 枚くらいの量のあるものになり
とても参考になると思うのでそこも皆さんに読んで
ますが私的に要約して申し上げたいと思います。
いただきたいと思う所です。
クラブのサポートと強化とは、簡単に言いますと
一昨年度、石橋さんにうまく乗せられてしまって
オンラインツールを使いやすく財団への補助金申請
ロータリーの友地区委員をさせられましたが、今と
などの手続きの簡略化と My Rotary を使いやすくす
なるといまさら聞けないロータリーの知識を存分と
るということと、強化についてはメンバーの男女の
はいかないまでも沢山覚えることが出来たなと思っ
バランスと平均年齢を考慮して次世代の育成を持続
て感謝しているところです。
し続ける事、私たちのクラブは 50 人以下ですので私
次に地区のスローガンは Let’s Take Action、行
たちは若いメンバーと女性メンバーを一人ずつ増や
動に移そう ! ということで、これは RI で決まったこ
すことが義務付けられているようです。次の人道的
とと各クラブで決まった方針に向けて、さあ、行動
奉仕の重点化と増加では、まずポリオの募金と支援
に移そうということだと思います。そして肝心の私
の呼びかけ、植樹など環境に焦点を当てたプロジェ
たち八戸南ロータリークラブの今年度のテーマは
クトを少なくても 1 件、グローバル補助金か地区補 「我々のクラブを魅力のあるクラブにしよう」にさせ
助金を利用したプロジェクトを少なくとも 1 件行う
ていただきました。まず、今いるメンバーが私たち
ということになっております。財団への寄付は前年
年間で 38 回しかない例会にこぞって参加したくなる
度よりも 10 パーセント増ということになっておりま
ような例会にすることから始めたいと思っています。
す。植樹については世界のロータリアン 120 万人が
丁度イレギュラーだったガバナー公式訪問が逆に幸
1 本ずつ木を植える事となっておりまして、先だっ
いしたことは、ガバナーからお土産に頂戴した私た

ちのクラブのアンケートの中からちょっと見える課
題を今後反映させていくことが出来るのではないか
なと考えております。どうか皆さんの知恵とお力を
貸してくださいますようお願い申し上げます。
恐縮ですが私のことを少しお話しさせていただき
ます。今私がここにいることが出来るのはスポンサー
の三浦さんの「月に 1,2 回昼めし食うだけでいいか
ら」という感じでお誘いをいただいたことから始ま
りました。私が最初の例会に出た何日か後だったと
思いますが、やぶ春で丁度そばを食べていた時に大
澤会員から「米内さん」と私と家内に声をかけて頂
きました。その時私は大変失礼なことをしてお顔を
覚えていなくてカメラメーカーの人と間違えて、ト
チマチとした返事をしてしまったことがあったので
すが、今そういうことを考えますとようやくそのこ
とを冷や汗かきながらも話せるようになったかなと
思います。先輩のロータリアンの方々にはかなり丁
寧に優しくしていただきました。先輩ロータリアン
に頂いたやさしさというか丁寧さというか温かさと
いうものを、今度は私が新しいメンバーの方々にお
返ししていくことをお約束してこの一年間に当たっ
ていきたいと思います。
最後になりますが皆さんにお配りした冊子は私が
写真の活動、仕事以外の活動としてイカノフという
ものを 16 年前に立ち上げていて、そこの時に作った
最初の図録です。最初の図録をお持ちの方には 2 番
目の図録を入れてありますので暇な時にでも見てい
ただければと思います。写真を現代アートとして捉
えたものの図録ですので少しでも目を通していただ
ければありがたいと思います。一年間よろしくお願
い致します。
《米山功労者》

長嶺会員

山の日 )、8 月 17 日 ( 木 ) 前年度決算報告・今年度
予算審議、8 月 24 日 ( 木 ) 納涼例会 18 時 30 分 パー
クホテル、8 月 31 日 ( 木 ) 任意休会です。
・来週 7 月 20 日は休会 (17 日海の日 ) です。7 月 27
日の例会は 26 日 ( 水 ) 合同例会です。
・2830 地区直前カバナー事務所よりガバナー事務所
閉鎖式の案内が届いています。出欠を回しています。
・米山記念奨学会より達成クラブ表彰の案内が届い
ています。2000 万円達成クラブ
・米山記念奨学会より「ロータリー米山記念奨学会
50 年の歩み」の案内が届いています。
・ロータリー財団地域コーディネーターより年次基
金寄付 0 クラブ達成のお知らせが届いています。
・ハイライト米山が届いています。
《ニコニコボックス》西尾委員長
米内会長 :1 年間どうぞよろしくお願い
します。
鈴木会員 : 転居のためしばらくお休み
します。
黒田会員 : 理事・役員のみなさん、一
年間よろしくお願いいたします。
久保田会員 : 米内様イカノフ、三浦様写真ありがと
うございます。
小原会員 : 母の通夜・葬儀に際しましては多数の方
からご香典をいただきありがとうございま
した。
長嶺会員 : 米内年度、理事役員、会員の皆様、1 年
間よろしくお願いします。
熊谷会員 : 三浦さん写真ありがとうございました !
榊会員 : 今日で 70 才になりました。
伊藤会員 : 米内会長、三浦さんありがとうございま
した。鈴木さん、遊びに来て下さいね !
吉田立盛会員 : 米内会長アルバムありがとうござい
ます。鈴木さん、今日が例会出席最後との事、
神戸でもお元気で !!
西村会員 : 鈴木さん 7/23 に八戸を離れるとのこと、
今後もお元気で。
三笠会員 : 米内新会長他役員の皆様よろしくお願い
します。三浦さん写真ありがとうございます。
本人誕生日 : 久保田会員、長嶺会員、榊会員、清川
会員、桜田会員

《本人誕生日》
《ロータリー財団委員会》熊谷委員長
本日鈴木会員よりポリオ及び年次寄
付いただきました。ありがとうござい
ました。
久保田会員

長嶺会員

榊会員
《前年度 100％出席表彰》

清川会員

桜田会員

《幹事報告》吉田賢治幹事
・第 1 回理事役員会報告、8 月のプロ
グラム、8 月 3 日 ( 木 ) 各委員長挨拶、
8 月 10 日 ( 木 ) 祝日につき休会 (11 日

鈴木会員

《理事役員挨拶・クラブ協議会》司会 米内会長
《吉田直前会長》
やっと一年間終わりました。皆さん
色々とありがとうございました。今年
度は直前会長ということで米内会長を
何とかサポートとしていきたいと思い
ます。1 年間よろしくお願いいたしま
す。
《西村会長エレクト》
私にとってこの 1 年は助走期間と思っ
ていますが、今から緊張していれば 2
年間持たないなと思っていますので少
しでもリラックスしながら学ばせてい
ただきたいと思っています。よろしく
お願いいたします。
《伊藤副会長》
副会長を仰せつかりました伊藤です。今年度から
副会長の仕事であったクラブ管理運営委員会がなく
なりましたが、クラブ全般の委員会活動を米内会長
の方針を受けて皆さんと一緒にやっていきたいと思
いますので、ご協力お願いいたします。
《西尾出席・親睦活動委員長》
出席・親睦活動委員長の西尾です。
皆さんが楽しく出席していただいて、
親睦も深めていけるような例会にして
いきたいなというか、皆様のご助言と
お手伝いご協力をいただきながらやっ
ていきたいと思いますのでよろしくお
願いいたします。
《大橋コミュニケーション委員長》
コミュニケーションの大橋です。先
ほど決まったのですが Facebook の更新
も私がやることになりまして、後はロー
タリーの友の紹介ですが、なるべく寄
稿して載るように頑張りますのでよろ
しくお願いします。
《榊会員増強委員長》
ロータリー情報・退会防止委員長は会
員経験者が持ち回りでやっていましたが
今年度から会員増強委員会に組み込まれ
ての委員長ですので来年は順番に伊藤さ
んということです。
会員増強委員長というのは一般の会社
でいえば売り上げを上げろと、売り上げを上げるに
はどうすればいいかということになるかと思います
が一人ではできませんので、会員それぞれが知って

いる方に声掛けをして何とか一人でも増えていけれ
ばと、偶然が重なって会員が減りましたけれども、
何とか元に戻せるくらいを頑張ってみたいと思いま
すので、皆で知っている方に声掛けをして増やして
いければと思っています。
最近入られた会員、最近と言ってもすでに 2,3 年
で活躍されていますけれども、新しく入られた会員
と懇親会を開催したいと思っています。その中から
いろんなご意見とか要望とかを聞いて、それを生か
して退会防止につなげていきたいという希望を持っ
ています。今までに私自身が新しく会員を増やすと
いう努力をほとんどしておりませんでしたが、やっ
ていかなければならないと、会員増強委員長になっ
てひしひしと感じています。どうか皆さんと一緒に
会員を増やす努力をしていきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
《久保田職業奉仕委員長》
職業奉仕は年度当初に決めました
プログラムを順調に履行するように
頑張ります。よろしくお願いいたし
ます。
《三浦社会奉仕委員長》
社会奉仕委員会を引き受けることに
なりました三浦です。久々の社会奉仕
委員会ですのでよろしくお願いしま
す。間もなくお祭りが始まりますが、
お祭りには長生園とのぎく園の方々を
お招きすることになっていますのでよ
ろしくお願いします。
《熊谷ロータリー財団委員長》
なんといっても財団はロータリーの
骨格になる部分だと思います。大いに
推進して奉仕活動のもとになる委員会
でございますので、今年度の地区の目
標 1 人 150 ドル、ポリオ 30 ドル、年次
寄付 120 ドルの皆様のご協力をお願い
致します。只今のレートは 1 ドル 111 円になってお
ります。
《長嶺規定審議・戦略計画委員長》
規定審議・戦略計画委員長の長嶺で
す。規定審議の方は前年度、近藤委員
長さんの方でまとめられて終えている
ので、今年度はクラブ戦略計画の方を
重点的にやっていきたいと思っていま
す。皆さんのご意見を聞きながら進め
ていきたいと思っていますのでよろしくお願いいた
します。

