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中村 彰様 (八戸東 RC)

《会長要件》米内会長

　先ほど石橋会員から会長要件という

のは時候の挨拶ではないんだよ、会長

要件の参考にと 1 冊の本を貸していた

だきました。その中の一部をご紹介し

ます。これは次の会長になる方、その

次の会長になる方々にも参考になると

思います。「会長の義務として例会ごとに会長の時間

が与えられる、会長の時間は会長挨拶ではなく、奉

仕理念を提唱する貴重な時間である。会員に対する

奉仕理念の提唱こそ会長に与えられた最も大きな責

任と言えよう」と書いてあります。その通りだなと

思う所もあり次からはきちんと勉強してまいります。

　今日の会長要件は台風も来ていますがと始めよう

と思っていたのですが、これをお聞きしたので 9 月

は基本的教育と識字率向上の月ですがそれに無理無

理くっつけてお話しさせていただきます。今年の天

気があまり良くなく天候不順というのは、今年は旧

暦の年でいうと閏月があって 1 年 13 か月ある年なん

です。今年の場合は 5 月が 2 回旧暦であったという

ことです。こういう時には昔から天候の心配をした

ということで、陰暦は新月から新月までの 29 日を 1

か月にしているため、メトン周期といって 19 年に 7

回閏月を入れなければきちんと合わないということ

になっているそうです。9 月 9 日は重陽という五節

句の中の一つで、旧暦でいうと 10 月 28 日になり菊

の節句ともいわれています。菊は延命長寿の薬とし

て万年草とも言われたりしているということです。

平安時代、そこから 16 葉八重の菊を皇室の紋にされ

たということになっているそうです。今の時期だと

菊の節句ですから菊の花をお酒に浸して飲むと不老

長寿になると言われているそうです。今夜あたり菊

の花を浮かべたお酒を飲んだらいかがかなと思った

ところです。

　今日は 2 回続けての会員増強委員会の担当例会で

す。どうかよろしくお願いいたします。

《配偶者誕生日》　　《結婚記念日》　

田守会員　　　　　田名田会員

《幹事報告》吉田賢治幹事

・新会員候補の方がお二方いらっしゃい

ます。会員増強委員会から理事会に諮

られ承認を得ました。株式会社ライザ

ス 代表取締役 工藤 仁さん、有限会社 

一勝家口建築 専務取締役 家口 潤一さ

んです。お手元に資料があります。意

義のある方は一週間以内に文書にて申し出て下さい。

・ガバナー事務所より、公益財団法人ロータリー米

山記念奨学会 50 周年記念式典の案内と 50 周年記念

誌購入の申込書が届いています。

・八戸市社会福祉事業団より広報誌ハーモニーが届

いています。

・八戸環境政策課より平成 29 年度健康祭＆環境展開

催のお知らせが届いています。

《ニコニコボックス》西尾委員長

米内会長 : 会員増強委員会続けての 2

　　　　回ありがとうございます。

長嶺会員 : ガバナー事務所も無事閉所

　　　　できました。ありがとうござ

　　　　いました。

榊会員 : 退会防止委員会に出席された

　　　　会員の皆様、ありがとうございました。

伊藤会員 : 榊委員長、担当例会よろしくお願いしま

　　　　す。
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レポート No.1467

　正会員数 39 名。本日の出席は免除

会員 5 名を含む 26 名。出席率は

74％です。前々回の例会は、出席率

62％でした。

《出席報告》田守副委員長

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



・同業者の勉強会に出席したらロータリアンが多数

いた。自分もロータリアンだと言ったところ年上の

方もわけ隔てなく接してくれて楽に付き合いが出来

るようになった。

・同じロータリアンということで遠方の同業者から

仕事を頼まれた。

等がありました。

〇マイナス面、疑問に思ったこと、要望など

・自分が思っていた奉仕活動とは違ってお金を使っ

た奉仕が多いような気がする。

・入会してすぐに大きな行事があり参加したが、会

員間での温度差を感じた。

・社会奉仕に関する奉仕活動がもっと多くてもいい

のではないか。

・物事を決めるときに、前年度や他のクラブを参考

にしてというのは何も変化をもたらさないように感

じる。良い方向に変化していくクラブであってほし

い。

・例会では出席をしても会話もせずに帰る人もいる、

せっかく来たのだから何か会話があってもいいので

はないか。

・発言してもらう機会としてプレゼント贈呈の時に

一言スピーチしてもらうのもいいのではないか。

・プレゼント贈呈の時に撮影した写真を会報に載せ

るだけでなく記念に配ってもいいのではないか。

・例会には話す人話さない人、来る人来ない人がいる。

テーブルが話さない人の集まりになったりするので

3か月ごとの席替えの時に考慮してほしい。

　というように色々な意見、要望がありそれに対し

て伊藤副委員長からアドバイスをしてもらいました。

　懇親会に入り色々な話で盛り上がりましたがその

中でリレーマラソンの話がありました。10 月 15 日

に東運動公園で行われる市民マラソンだそうです。

リレーですから何人かでタスキをかけて繋ぐ大会だ

そうで、5 人から 10 数人のチームが 200 チーム位参

加するそうですがこれに原会員が前回も今回も参加

するそうで、今回は西村会員が一緒に走ることになっ

たそうです。ロータリーの会合の中で話が出てまと

まったようです。チーム名は縄文の詩チームで、会

員同士で知り合いになり、触れ合う、これがロータ

リーに入っての一番大きな事だろうと思います。今

回はマラソンですがその他にもいろいろな趣味とか

様々なものがありますのでそういった繋がりが出来

て、新しい人と人との交流も生まれますのでロータ

リーとして目指している色んなものが実践できてい

る一例として紹介しました。盛り上がったのは来年

みんなでウミネコマラソンに出ようという話になり、

最後は走る人、見る人、バーベキューをする人に分

けてみんなで外で楽しもうかという話になりました。

たぶん原会員や西村会員が何かを企画して、ひょっ

としたらウミネコマラソンに全員で横断幕を持って

出ることになるかもしれませんので、その際はどう

ぞご協力ください。

西村会員 : 先日の懇親会はとても良かったです。会

　　　　員増強委員会のサカキさん、伊藤副委員長

　　　　さん、ありがとうございました。

配偶者誕生日 :田守会員

結婚記念日 :田名田会員

《会員増強委員会》榊委員長

　先週に引き続きですが、先週は伊藤

副委員長の方から会員増強についてお

話していただきました。今日は、テー

マとしては退会防止についてです。先

日入会 3 年以内の会員に集まっていた

だき色々なご意見、感想、希望などを

お聞きしたのでこれからに生かして行きたいと思っ

ております。今日はタイミングよく新会員の推薦が

米内会長からは工藤さん、石橋会員からは家口さん

とお二方の推薦があり非常に進めやすくなりました。

ただ、会員増強委員長が推薦していればもっとよかっ

たのですが、特に石橋会員からは毎年のように推薦

いただきありがとうございました。いずれ、新しい

会員が 2 名増えることになればロータリアンとして

一緒に楽しんでければいいと思います。

　先日集まっていただいた入会 3 年以内の会員は 5

名で、私と伊藤副委員長、書記として事務局にも参

加していただきました。今日はその時の内容をご紹

介しながら今後の会の運営にどのように生かして行

けるかお話いたします。

〇ロータリーに入って良かったこと

・今まで出会えなかった人たちにロータリーに入会

したことで出会えたことがうれしい。

・外に出るきっかけとなり、家内からも明るくなっ

て外交的になったと言われている。

・ゴルフを始めるきっかけにもなったし、カラオケ

や居酒屋にも行くようになった。

・パークゴルフなどに家族で参加できるのも良い。

・人との出会い、今までいろいろな団体に所属し活

動していたが、ロータリーではそれまでと違う職業

や年代の方々と出会えることが出来てプラスになっ

た。

・今まで所属した団体は年齢が近い人が多く、家族

と一緒に参加するということもなかったが、ロータ

リーは家族で参加できる機会も多いし、年上の方に

教えられることも多い。

・今までは同業者の会合に参加することが多く、年

齢差で上下関係が厳しかったがロータリーは年齢に

関係なく付き合いが出来る。

・南グループの集まりに出席したら、以前からの知

り合いとも今までとは別な形で交流することができ

た。

・外国へ行った時もロータリアンということで信頼

された。国内でも同じ、バッヂをつけていると仲間

意識で交流が深まる。ロータリアンの信頼の輪が広

がる。
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