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平野榮子様 ( 八戸北 RC)

《会長要件》西村会長

　皆さん、こんにちは。こうして、こ

のいつもの例会場で、通常の昼例会を

行うのは４週間ぶりです。４月１８日

は夜例会で、創立記念及び新入会員歓

迎例会でした。４月２５日は南宗寺で

のお花見例会でしたし、５月２日は連

休中の休日につき休会でした。

　でも、連休中の４月２８日（日曜日）には、八高

インターアクトクラブと一緒に蕪島清掃を行い、ま

た同じ日に地区研修・協議会が青森市で開催されま

したので、我がクラブは二手に分かれて活動いたし

ました。蕪島清掃は天候にも恵まれて楽しい奉仕活

動でした。ゴミは年々減っていて、最終的に 7～ 8

袋のゴミ袋だったと思います。ゴミが減って蕪島海

岸がきれいになっているのは勿論喜ばしいことです

が、少し物足りない感じがしたかもしれません。蛇

足ですが、５，６日後の「デーリー東北」紙面で私

達と八高 IAC の清掃奉仕活動が紹介されていまし

た。

　また、地区研修・協議会に参加された会員の皆さ

んは、本当にご苦労さまでした。私は昨年会長エレ

クトとして出席して、「いよいよやらなければいけな

いな」という覚悟のようなものが灯ったのを思い出

します。本日はクラブ協議会で、次年度会長担当例

会ですので、吉田エレクト始め、地区研修・協議会

に出席されたメンバーから、次年度への力強い抱負

をうかがえるものと楽しみにしています。

《本人誕生日》

《西村会長》

　私の誕生日は 5 月 27 日で 68 才に

なります、最近報道で高齢者の交通

事故が話題になっていまして、70 才

で運転免許返上とかという声も出て

いたりしています。もうそんな年になってしまった

のかなというふうに思っていますが、これからも安

全運転に気を付け、会の名誉を傷つけないようにと

思っています。

《配偶者誕生日》　《結婚記念日》

久保田会員　　　橋本精二会員

《幹事報告》西尾幹事

・理事役員会報告

6 月のプログラム、6 月 6 日 ( 木 ) は任

意休会、6月13日(木)会員卓話例会(大

澤会員 )、例会後に委員会の引継ぎ、6

月 20 日 ( 木 ) 年度末慰労例会 18 時 30

分パークホテル、会費は会員家族とも

4,000 円です。当日は南風会のゴルフもあります。6

月 27 日 ( 木 ) 新旧バッヂ伝達式と各委員会報告例

会です。

・4 月 28 日の蕪島清掃の記事がデーリー東北に掲載

されています。

・来週の例会は早朝例会で 6時 20 分長者山集合です。

・次年度 IM の出欠確認を回しています。南浦項の方

もおいでになりますので多くの会員のご協力お願い

します。

・5月のロータリーレートは 1ドル 112 円です。

・ガバナーエレクト事務所より PETS、地区研修・協

議会参加のお礼が届いています。

・五所川原 RC 創立 60 周年記念式典のお礼が来てい

ます。

 

2018-19 年度ＲＩのテーマ「インスピレーションになろう」
ＲＩ会長　バリー・ラシン（BE  THE  INSPIRATION）
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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

　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 2 名を含む 24 名。出席率は 73％

です。前々回の例会は、お花見例会で

した。

《出席報告》原委員長

櫻田職業奉仕委員長



いただきます。協議会に参加していただ

いた皆様からもお話をしていただきます

のでよろしくお願いします。

　私は会長・幹事・会計の部門に出席し

てきました、次年度のマーク・マローニー

RI 会長のテーマが「ロータリーは世界

をつなぐ」です、国際ロータリーは地域社会とのつ

ながり、職業のネットワークを広げてきましたけれ

ども、数多くのプロジェクトやプログラム、そして

ポリオ撲滅活動等、国連との協力を通じ、私たちは

グローバルコミュニテイーとつながっています。・・・

といろいろなお話を頂きました。2019-2020 年度沼

田ガバナーの地区スローガンは「共に変化し行動し

よう」です。自分もこれにこたえるように南クラブ

の大事な伝統はしっかり守りながら、行動すべきこ

とは皆様のためにというかクラブのために、そして

地域のためになるような行動をとっていければと思

います。立場は会長という立場ですけれども、皆様

から色々とご助言を頂きながら、会長として 1 年間

頑張っていきたいと思いますので、ご協力お願い致

します。

《大橋会員》

　私は親睦の委員長ですが米山に参加

してきました。八戸北クラブさんは米

山の寄付目標を一人ずつ書いていて、

目標に足らない方にはプレッシャーを

かける意味もありそっとメモを差し出

すようにして集めているそうです。う

ちのクラブはそういうことがありませんが、データ

を見てみますと個人の特別寄付額は平均以下です。3

月 31 日現在一人平均 6,571 円で地区の平均は 7,207

円ですので、小笠原さん、次年度はうちのクラブも

プレッシャーをかけていきましょう。次年度の普通

寄付は今まで 2,000 円だったのが 3,000 円になりま

すが特別寄付は一人 20,000 円から 10,000 円以上と

なり少しやりやすくなったのかなと思いますので、

世界の子供たちに、日本に来てもらうために、今 10

人ですが 15 人を目指して皆さんの寄付をお願いしま

す。

《熊谷会員》

　クラブでの担当はコミュニケーション

委員会ですが会員増強部門に出席しまし

た。八戸中央の中村さんが次期の地区委

員長ということで司会をされ 10 人ほど

でお話をしました。司会者の意向でどち

らかというと会員増強というよりは退会

防止をどうしたらいいでしょうかという話がメイン

になりました。各クラブのいろいろな様子を紹介し

てもらいました。面白かったのは青森モーニングク

ラブで「ごんぼの会」というのを作っていてごんぼ

をほる人をなだめる会だそうで、そういうことも確

かにあるなと、引き留めるのは大事かなと、後は誘っ

た人が説得するとか、特に対策していないとか、盛

大に歓迎パーティーをやっているとかいろいろなこ

とを各クラブやっているようです。うちのクラブも

新会員さんを対象にした催しをいろいろやっていま

・津軽 RC 創立 30 周年記念式典のお礼が来ています。

・ガバナー事務所より女性会員の集い開催の案内が

届いています、6 月 2 日 ( 日 )10 時～ 13 時青森国際

ホテル、講師に対馬ルリ子さんを招いての昼食懇談

会です。

・ピーウィー国際アイスホッケー大会のお礼状とプ

ログラムが届いています。

《ニコニボックス》大橋副委員長

西村会長 :4 月 28 日の蕪島清掃と地区研修・協議会

　　　　の参加お疲れ様でした。

西尾幹事 : 吉田賢治会長エレクト、本日よろしくお

　　　　願い致します。

米内会員 :吉田次年度会長、お疲れ様でした。

吉田賢治会員 : 平野様ようこそいらっしゃいました。

　　　　4 月 28 日地区研修・協議会へ行ってきまし

　　　　た。次年度に向け皆様ご協力のほどよろし

　　　　くお願い致します。

本人誕生日 :西村会長

配偶者誕生日 :久保田会員

結婚記念日 :橋本精二会員

《ご挨拶》平野榮子様 (八戸北 RC)

　皆様こんにちは、八戸北ロータリー

クラブの平野と申します、よろしくお

願いいたします。先程幹事さんからも

ありましたが 6 月 2 日青森国際ホテル

において女性会員の集いが開催されま

す、今回で 2 回目です、急な企画で皆

さんにいきわたっていないようなので直前ガバナー

の佐々木さんからも南グループの女性会員が沢山参

加するように呼び掛けてくださいと頼まれまして今

日はお邪魔させていただきました。南クラブさんは

3 名の女性会員がいらっしゃいますので是非 3 名参

加していただければと思います、日曜日ですのでよ

ろしくお願いいたします。

《コミュニケーション委員会》熊谷委員長

　ロータリーの友 5 月号、縦組みの 9

ページに「クラブを訪ねて」八戸東ロー

タリークラブさんの特集記事が 4 ペー

ジにわたって掲載されています。東ク

ラブさんは出席率 100％というのがイ

メージとしてありますけれども、100％

を維持するためにいかに努力しているのかというこ

とが色々と載っておりますので後でゆっくりご覧に

なってください。もう一つサプライズです、横組み

の 36 ページ「パズル de ロータリー」(2 月号 ) の答

えのところに原久美 ( 八戸南

RC) とまたまた原さんが当選者

として載っています、豪華景

品が来ていますのでどうぞ、

おめでとうございます。

《吉田会長エレクト》

　次年度会長予定者の吉田です、今日はお時間をい

ただきましてこの間の地区研修・協議会の報告を兼

ねまして次年度に向けての抱負を少しお話しさせて



すが、これからは守りながらもどちらかというと攻

めの方が大事かなと感じています。

《慶徳会員》

　初めて地区研修・協議会に参加させ

ていただきまして、右も左もわからな

い状態で会場に行きました。私はロー

タリークラブの活動内容もよくわかっ

ていない中、協議会で皆さんの活動の

概要というものが少し分かったという

か垣間見えたというのが感想です。新会員部門は小

山内 PG から基礎知識的なご説明がありまして、ロー

タリーの用語とか年間を通しての会合、ロータリー

の成り立ちといったようなことを詳しくご説明いた

だき、私にとっては参考になりました。協議会に参

加し一番印象に残ったことは関場 PG の『ポリオ撲滅

活動の未来』という特別講演で、私自身ポリオとい

う言葉自体は聞いたことがあったのですが、実際ロー

タリークラブに入らないと、こういうポリオ撲滅の

機会に携わるというのがないというのが正直な感想

で、実際このように皆さん活動されているというこ

とが今回参加してわかりました。今後ロータリーク

ラブの活動の中で私も少しずつではありますが勉強

させていただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

《石橋会員》

　私はロータリー財団の方に出席して

まいりました、第 1 ゾーンのコーディ

ネーターをされている菅原さんが 8 月

のＩＭについて一生懸命宣伝してくだ

さいました。地区のＰＧとかＡＧとか

いっぱいいる中でのお話でしたので青

森県全部から来たら入るところがなくなるのではと

少し心配になりました。

　規定審議会での変更点で皆様に関係のあるのは

19-36 の出席に関する規定で、その中で今までです

とメイクアップは前後 2 週間に行わなければいけな

かったのが 1 年間の中で認められることになりまし

たので出席の扱いは楽になったのではないかと思い

ます。

　財団の寄付に関しては今年と同じく一般寄付 150

ドル、ポリオプラス 30 ドルとなっております。今年

の寄付が多かったので次年度の西尾さんは大変だと

思いますが頑張ってください。また、会長と久保田

さんから恒久基金 1,000 ドルいただきましたが、こ

の恒久基金は今まで地区に見返りはありませんでし

たが今年から見返りがあり補助金に上乗せになるよ

うです。

《伊藤会員》

　私は会長・幹事・会計部会に参加しま

した。地区の予算で今年度の予算より次

年度の予算が 300 万くらい少ない予算に

なっていました。なぜかというと次年度

よりガバナーエレクト事務所をガバナー

事務所と一緒に青森に固定化することに

よって経費を削減できるからということでした。青

森の方はいいでしょうけど他地区からガバナーが出

た時はどうなんでしょうか、源新年度では八戸でい

ろいろな会議があり楽ができると思っていましたが

ほとんど青森で行うそうです。ＲＩ会長賞についても

お話があり、取りやすくなっているので皆さん頑張っ

てくださいということでしたが、項目が少なくなっ

た分ハードルが上がったような気がしますので、次

年度財団と会員増強は頑張っていただきたいと思い

ますのでご協力お願いします。

《黒田会員》

　先ほど石橋さんがお話ししたように第

1 ゾーンのコーディネーターの菅原さん

がＩＭについてお話してくれた中で、Ｒ

Ｉ会長が分区レベルのＩＭに来るという

ことはまずないことです、そして奥さん

もロータリークラブの会員で、ご夫婦で

質問に答えてくれるそうなので是非参加してくださ

いということでした。　私もアドバイザーとして地区

の諮問委員会の許可をもらい中央ロータリークラブ

がホストで南クラブがコホストとして準備をしてい

ますのでよろしくお願いします。ＲＩの会長が八戸に

なぜ来るのか、今ロータリー自身も大きく変化して

おりますが、そのために会長はクラブがしっかりし

ていなければならない、クラブが基本でそこから始

まると、日本は会員が停滞気味です、アメリカもそ

うです、ヨーロッパもドイツを除いて停滞気味です。

いわゆる今までロータリーのリーダーの出ている国

では停滞気味なので日本の現状を見て世界にどのよ

うに訴えていくかということを勉強したいので来る

ということですので、皆さんも忙しいとは思います

けれども是非参加してください。通訳には八戸の富

岡さんがつきますので会長、会長夫人と触れ合って

いただきたいと思います。

《長嶺会員》

　私はクラブ管理運営のリーダーとい

うことで参加しました。各クラブで例

会を活発にするためにはどうしたらい

いか、それぞれのクラブで知恵を絞っ

て楽しい例会、みんなが一緒に楽しめ

るロータリーにしようといろいろと

やっていることを出し合ってもらって、参加した方

たちで情報を共有して意義のある協議になったと思

います。

　今回うちのクラブは蕪島の清掃とぶつかってしま

い参加者が少なかったのですが次年度も各委員長さ

んは必ず出席して、他のクラブの良いところを参考

にしながら自分のクラブが活発になりロータリーが

楽しくなるような状況にしてもらいたいと思います。

地域研修・協議会

終了後懇親会にて



《4月 28 日蕪島清掃》社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会

参加の皆様、お疲れさまでした。
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