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/

第 2052 回 例 会 記 録
《規定審議・戦略計画委員会担当例会》
2018 年 3 月 8 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1484
《ビジター》
天摩正行様 ( 八戸東 RC)
《会長要件》米内会長
3 月は「水と衛生」の月間です。国連
では 2015 年、環境と気候変動に対応し
ながら貧困問題と福祉改善に取り組む
ために、「持続可能な開発目標」を設定
しました。目標の一つは水と衛生に関
する項目で、「すべての人に水と衛生へ
のアクセスと持続可能な管理を確保する」ことを目
的としています。
私たち日本人は水と平和は当たり前と思って暮ら
しておりますが現在でも 6 億 6300 万人以上の人が安
全な水を飲むことができないでおります。また不衛
生により毎日 3000 人に近い子供たちが命を落として
います。ロータリーでも、井戸や雨水貯水システム
の設置、水設備管理の研修、疾病予防のための水・
設備の提供など、水関連の多くの活動が実施されて
います。今までロータリーの活動によって安全な水
が利用できるようになった人数は 2300 万人、ロータ
リーの活動によって衛生設備が利用できるように
なった人数は 2100 万人と言われております。安全な
水と衛生設備を全人類が享受するには、安全な水を
提供するだけでも 1 人あたり必要なコストは 24 ドル
かかるそうです。これはロータリーのホームページ
から調べたものですが 6 億 6 千万人の人たち全部が
水を飲めるようにするには総額 158 億４千万ドル必
要になります。日本円にして１兆６千億円です。気
が遠くなるような金額に思えますが考えようではこ
の金額で地球上の全人類が安全な水が飲めるという
ことになります。ロータリーが掲げるこの目標は
2030 年までに達成しようということです。
私たちの暮らしぶりに感謝することは当然として
毎日 3000 人弱の子供たちが無為に命を落とすことと
安全な水を飲めない人が 6 億人以上いるということ
を、少なくても 3 月の「水と衛生」のこの月間では
忘れてはならないということです。

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

清川ＳＡＡ

《出席報告》田守副委員長
正会員数 37 名。本日の出席は免除
会員 5 名を含む 30 名。出席率は 85％
です。前々回の例会は、出席率 65％
でした。
《本人誕生日》

下田会員

《配偶者誕生日》

米内会長

慶徳会員

小原会員

櫻田会員

三浦会員

赤穂会員

《配偶者誕生日》

赤穂会員
《結婚記念日》

慶徳会員

《幹事報告》吉田賢治幹事
・理事役員会報告
〇4 月のプログラム、4 月 5 日 ( 木 ) は
4 月 7 日 ( 土 )18 時 30 分からよろず相
談報告例会に変更。4 月 12( 木）コミュ
ニケーション委員会担当で通常例会、4
月 19 日 ( 木 ) 創立記念例会 18 時 30 分
に変更、4 月 26 日 ( 木 ) お花見例会で南宗寺 12 時
30 分です。
〇蕪島清掃は八高 IAC の日程を確認してからお知ら
せします。
〇ガバナー事務所より台湾東部地震義援金のお願い

伊藤委員、米内会員 ( オブザーバー ) と私の 7 名です。
１．クラブ戦略委員会委員の任期は、委員会の性質上、
単年度では結論が出にくいことから継続性を重
視して３年委員会とするが再任を妨げず。
２．クラブ戦略委員会での決議事項は、クラブ理事
会に提言して採決を仰ぐ。
その経過報告は会長又は幹事がクラブ例会で会
員に報告する。
尚、クラブ全体で決定すべき議題についてはク
ラブ協議会で協議する。
３．クラブ戦略委員会での協議事項は RI 戦略計画の
戦略的目標である「人道的奉仕の重点化と増加」、
「公共イメージと認知度の向上」、「クラブのサ
ポートと強化」の３点に基づいて進めるものと
する。年度内の会議は後３回とする。
《ニコニコボックス》西尾委員長
４．米内会長はガバナー公式訪問の際のアンケート
米内会長 : 長嶺委員長、本日はよろし
の集計を事務局に依頼し、その結果を戦略計画
くお願いします。
委員会に提示する。それによって協議する事項
西村会員 :PETS に参加してきました。
の優先順位を決定するが、とりあえず会員減少
少しずつ実感しているところ
に歯止めがかからない喫緊の状況を勘案して次
です。
回は会員増強について議題とする。
清川会員 : 心配かけております。ガン
５．会議には議題に関係するクラブの委員長と、直
バっています、今後ともよろしくお願い致
前会長、現会長、会長エレクト、ガバナー補佐
します。
エレクトにもオブザーバーとして参加頂き、意
大橋会員 : 落としたサイフがそっくり返ってきまし
見を聞くこととする。
た記念。
第二回目は 12 月 21 日パークホテル、出席者は、
本人誕生日 : 下田会員
黒田委員、石橋委員、小原委員、三川委員、伊藤委員、
配偶者誕生日 : 米内会長、慶徳会員、赤穂会員、
ブザーバー、米内会員、久保田会員、吉田立盛会員、
小原会員、櫻田会員
西村会員と私の 10 名です。議題は「会員増強につい
結婚記念日 : 慶徳会員、三浦会員、赤穂会員
て」です。南クラブは現会員 37 名、私が入ったころ
は 60 名に近い会員がいましたが現在は 37 名と減っ
《ロータリー財団委員会》熊谷委員長
ておりクラブとしての喫緊の課題は会員増強ではな
本日小原会員よりポリオにご寄付戴き
いかということでこれをテーマに話し合いました。
ました。ありがとうございます。
ベースとして佐々木千佳子ガバナーが公式訪問に来
られた時に会員を引き込むための会員満足度調査と
いうアンケートを取りましたがそれを米内会長から
《コミュニケーション委員会》大橋委員長
借りて事務局にまとめてもらったものをたたき台に
ロータリーの友 28P に佐々木千佳子
して話し合いました。集計した数字をクラブ例会で
ガバナーの「今までの行動全てがロー
発表する機会がなかったのでここで一部紹介したい
タリー・モーメント」という記事が載っ
と思います。「あなたは自分のクラブに受け入れられ
ています。10P の水と衛生月間の特集
ていると感じますか」では、はいが 24 名「あなたは
に昨年 11 月にいらした仙台 RC の加藤
クラブ指導者とうまくやれていますか」では、はい
雄彦さんの寄稿が載っています、八戸
が 23 名、いいえと答えた人の理由には ( やむを得ず
南 RC も出てきますので皆さんお読みください。
欠席することが多いので ) というものもありました。
「新会員の勧誘を普通に勧誘している」が 15 名「新
《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長
会員の為のオリエンテーションと教育が普通に行わ
今日は、戦略計画について今までに
れている」が 12 名「あなたはクラブ活動に参加して
3 回委員会を開きましたのでその報告
いますか」では、はいが 22 名「クラブ活動に対する
を致します。第一回目にはクラブの戦
あなたの参加状況」では会員増強に対して義務的に
略計画を今後どのように進めていくか
参加しているが 11 名で義務的に会員増強に協力して
という話になりました。RI の戦略計画
いる人がいらっしゃるということで、「地域の奉仕プ
の「人道的奉仕の重点化と増加」「公共
イメージと認知度の向上」
「クラブのサポートと強化」 ロジェクトに積極的に参加している」が 13 名おり、
クラブでやっている奉仕活動にはほぼ参加してある
の三つを大きな柱としてクラブの戦略計画を作った
程度満足しているというアンケートの結果でした。
方がいいのではという話になりました。
親睦活動に対しても積極的に参加している人が 18 名
毎回の議事録を私がまとめていますのでそれをも
おり、クラブの活動とかプロジェクトに参加して満
とにお話いたします。
足している方も 18 名いまして、クラブの親睦とか奉
第一回目の委員会は 11 月 12 日パークホテル、出
席者は、黒田委員、石橋委員、小原委員、熊谷委員、 仕に対して満足している方が半数以上という状況で
が来ており会員の皆様に寄付をお願いすることにな
りましたのでよろしくお願いいたします。
・3 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
・ガバナー事務所より RYLA セミナーの案内、ローター
アクト年次大会の案内が来ています。
・例会変更のお知らせ、八戸 RC 3 月 21 日 ( 水 ) 祝
日につき休会メーキャップ不可、3 月 28 日 ( 水 ) 任
意休会、八戸北 RC 3 月 27 日 ( 火 ) 時間変更、八戸
中央 RC 3 月 12 日 ( 月 ) 場所変更、メーキャップ受
付は 17 時 30 分から 18 時 30 分、3 月 26 日 ( 月 ) 任
意休会です。
・ザ・ロータリアン誌と八戸市より文集「花と緑」
が届いています。

した。これを踏まえたうえでの会議でした。
１．若い会員からは奉仕の機会を増やして欲しいと
いう要望も有る
２．ロータリアンはロータリー以外にも色々な組織
に所属していて奉仕活動をしているのであえて
クラブとしての奉仕活動を増やすこともないの
ではないか。
３．会員の中には義務的に奉仕活動に参加している
会員もいる。
４．若い世代の人にとっては活動の場が少ないので、
それをロータリーに求めて入会してくる会員も
いる。
５．会員増強と退会防止は並行して進めなくてはな
らない。退会者が出てはクラブとして会員増強
に繋がらない。居場所のない会員の居場所を作っ
てやるように周りの会員が人任せにしないで積
極的に気を使って話しかけるようにする。
６．知人を強引に入会させる。遠慮がちに勧誘して
いては何時までも入会してくれない。
７．新会員には周りから遠目に見ているだけではな
く積極的に声を掛けてフォローして早く居場所
を作ってやる。
８．ニコニコのお祝いの時、少しでも本人にスピー
チさせてお互いの理解を深める。
９．奉仕活動をするということは親睦にも繋がるの
で積極的に参加していて楽しんでいる。
10. 若い人にとっては奉仕活動に参加したくてロー
タリーに入会してくるのに奉仕活動の場が少な
くて退会する人もいるようだ。
11. 長期欠席者は何時退会してもおかしくないので
フォローをしていく必要が有る。
12. クラブが楽しくないと新会員を誘えない。
13. 会員増強は人任せではなく、全員で取り組まな
ければならない。
14. 以前は各委員会の年度引継は夜会議で飲みなが
ら意見交換をしたり会員増強・退会防止につい
て話し会ったが、この頃は少なくなっているよ
うに感じている。委員会毎とか、テーブル毎に
夜の会合を増やしても良いのではないか。
第三回目は 2 月 15 日八戸パークホテル、出席者は
黒田委員、石橋委員、小原委員、熊谷委員、伊藤委員、
オブザーバー、米内会員、久保田会員、吉田立盛会員、
西村会員と私の 10 名です。議題は「会員増強パート
2」です。会員増強にあたり楽しいクラブでなければ
人に勧められないということで、入会を勧めるにあ
たり我がクラブの良い点、改善余地のある点につい
て議論しました。
Ａ．我がクラブの良い点
１．上下関係があまりなく、フレンドリーで居心
地の良いクラブである。
２．黒田会員の存在が大きくネームバリューがあ
り、どこへ行ってもあの黒田の居るクラブと
いうことで一目置かれる。

３．地区大会にしても、日韓親善会議にしてもク
ラブ全体の団結力が強くて大きな成果を成し
遂げてきた。
４．新会員で入会しても会員に包容力があり直ぐ
親密になれる。
５．新会員が熱心に活動に参加して活き活きとし
ている。
６．女性会員も積極的に行事などに参加してくれ
て楽しい。
７．韓国の南甫項との姉妹クラブ交流は素晴らし
くて、他のクラブに誇れるし、国際交流がで
きるのはロータリーならではである。
Ｂ．改善余地のある点
１．入会を勧めるにあたり、入会パンフレットを
新しくして、敷居を低く入会しやすいものに
して欲しい。
２．飲み会が少なく親睦を深める場が少ない。新
年度に向けての委員会引継ぎなどでも事務的
になっているので、飲みながら本音でクラブ
について話し合う場がない。
３．飲み会だけでなく集まる機会を作ってほしい。
４．ロータリーのイメージ戦略として外部に向け
た情報発信ができるように工夫をしてもらい
たい。
５．奉仕活動にしてもよろず相談、蕪島清掃にし
てもマンネリ化していているので新しいこと
を考えてもよいのではないか。
６．例会後のコーヒーに参加するように声掛けし
て親睦を深めたらよいのではないか。
７．クラブの奉仕活動として植樹などはどうか。
継続的に毎年増やしていって東クラブのよう
な千本桜が出来たらよいね。植樹場所の選定
も広がりのある場所が良い。
８．会員の価値観の多様性、セールスポイントの
多様性にこれからどう満足を与えていけるか
が今後の課題の一つになる。
９．会員の高齢化が進み会員減少に歯止めがかか
らない状況で、新入会員による新しい風が吹
かないと入会候補者も入会しにくいのではな
いか。
10. 一度入会を断られた人にも再度声掛けしては
どうか。
11. ＲＩでも家族会員、準会員など会員増強対策
として選択肢の幅を広げて若い会員がりやす
い環境を整えている。そんな中で八戸西 RC は
会費が市内では格安で若い会員や女性でも入
会しやすいクラブ作りに成功している。
弘前アップル RC は年齢により会費に格差を設
けて入会しやすくして、ネットでの例会を取
り入れている。今後は時代の変化に合った会
員増強も考えていかなければならないのでは
ないか。
次回の議題は「クラブの在り方」です。

