
《会長要件》吉田会長

　今日は出席・親睦活動委員会の担当例

会です、色々準備していただいているよ

うですので、私も出席等に関して確認す

る良い機会になるのではと楽しみにして

います。

　出席と言えば 7 月にスタートして 12

月ですので半年過ぎることになりますが私の出席は

どうだったのか思い返しました。忙しい時期もあり

ました、マローニー RI 会長を迎えての IM 成功のた

めに皆さんと一生けんめい活動したりといろんなこ

とがあった半年間でしたが、RI としては出席にとら

われることなくロータリーの活動をしっかりやって

いきましょうという方向になってきています、お仕

事とか体調によってお休みすることがあるかと思い

ますが、出席されたときは同じテーブル、同じクラ

ブの仲間と一緒に団らんし、自分の役に立つような

形をとっていただければと思っています。

《ＲＬＩバッヂ伝達》  

松田会長エレクト

《松田会長エレクト》

　 RLI に参加しましたが、私はロータ

リーのこういう場に出たことがなかった

ので行ってみていろんな勉強になったな

と思っています。これがロータリ―かな

と、最後は今まで会ったことのない方と

3 人で 1 つのテーマを決めて、こうやっ

たらロータリーが良くなるのではないかとか言うよ

うなことをしたりして、会ったことのない方ともロー

タリーを通じて仲良くなったりと、自分もこの年に

なって勉強させてもらっているんだなと感じて帰っ

てまいりました。今後とも頑張ってまいりますので

よろしくお願いします。

《幹事報告》伊藤幹事

・地区大会に参加した方に記録誌が届い

ています、レターボックスに入れてあり

ます、クラブ用に 1 冊届いていますので

ご覧になりたい方は事務局まで。

・来週のクリスマス家族会の景品を事前

に持ってこられる方はホテルフロント迄

お願いします。

・1 月 27 日の合同新年会の会費を 1 月 16 日までにお

願いします。

・ガバナー事務所よりガバナーノミニーデジグネー

トが決定したとの通知が来ています、2022-23 年度

のガバナー予定者です、むつ RC の田中常浩さんです。

・バギオ基金より報告書が届いています。

・国際ロータリーより 12 月の「疾病予防と治療月刊」

リソースのご案内が届いています。

・1 月 16 日の職場訪問例会の昼食メニューの希望を

取ります、後で FAX しますのでご記入の上返信をお

願いします。

《ニコニコボックス》慶徳委員

吉田会長 : 熊谷委員長、本多副委員長、

　　　　慶徳委員、今日はよろしくお願

　　　　い致します。

伊藤幹事 : 熊谷委員長、本多副委員長、

　　　　慶徳委員、よろしくお願いしま

　　　　す。

米内会員 :前回申し訳ございませんでした。

 

2019-20 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
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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 37 名。本日の出席は免除

会員 2 名を含む 23 名。出席率は 70％

です。前々回の例会は、親睦夜例会で

した。

《出席報告》本多副委員長
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《連続 44 年 100％出席》橋本精二会員

　八戸南 RC の創立は 1975 年 4 月 19 日、

昭和 50 年 4 月 19 日です。その時私は創

立会員でしたので多くの大先輩がいる中

で出席委員長に指名されました。当時は

今よりも出席に対して厳しいルールがあ

りまして会員は必ず出席するんだ、どう

しても出席できないときは必ずメークアップするん

だ、今は前後 2 週間と言っていますが当時は 1 週間

だったと思います。今ほど例会変更は他のクラブで

もなかったので、ただメークアップするというとこ

ろは少なかったです。たまたま私が初代の出席委員

長ということで大先輩からビシッと指導されて、ロー

タリーにとって出席は一番なんだ、出席してから親

睦も始まるし交流も始まる、だから出席が一番でど

うしても出られない方がいたら、貴方がきちっと電

話をして、それぞれの方にメークアップをするよう

に他のクラブの例会をお知らせするようにと言われ

その通りに最初からやってまいりました。ロータリー

の年度は 7 月 1 日から 6 月 30 日までですが、4 月 19

日から始まっていますので出席委員長の任期は切れ

ないで 1 年 3ヵ月やりました。最初ですので一生懸

命皆さんに言っているものですから自分が一番先に

やらなければという思いが最初の 1 年半近く続いた

ために、出席はしなければいけないと身に付いてお

ります。出張もありましたし当時私は青年会議所に

も入っていまして青森県の会長などもして結構忙し

かったのですが、スケジュールの都合でダメな日が

あれば先にメークアップをするようにしていました。

それが習慣になり、ずうっと続いてお陰様で 44 年、

来年 4 月 19 日の 45 周年まで続けると 45 年というこ

とになります。健康にも恵まれたというのが第一で

す、怪我で入院したこともありましたがちょうどよ

くメークアップ出来て 100％を続けてこられました。

ですから絶対 100％を続けるんだという気持ちを強

く持っています。最近はあちこちで例会変更があり

ますので前よりは非常に楽になりました。出席に対

する考え方もそんなに無理をしなくてもいいでしょ

うということもあり 2 週間前後になったり、そして

休みも多くなったりしていますが私はメークアップ

をしなくてもいいときでもカバーして、もう余って

いますよと言われた時もありますが、そういう習慣

が私をそうさせましたし、そのことが私の健康にも

つながっております。

《連続 35 年 100％出席》石橋会員

　突然の指名で何をお話したら良いか、先ほど橋本

さんがおっしゃったように病気をしないということ

《出席・親睦活動委員会》熊谷委員長

　2017-18 年度から出席委員会と親睦活

動委員会が統合され、活動範囲が広く

なり忙しい委員会になりました。そこ

で本日の担当例会は部門ごとに担当者

が発表するという形をとらせていただ

き、本多副委員長と慶徳委員からも発

表していただきます。

　先ずは私から、本年度の活動計画書に活動方針を

発表しました、1、会員増につながるように、明るく

楽しい活気ある雰囲気づくりを目指します。2、出席

率の向上を目指します。3、できるだけ多くの親睦活

動を実施します。ということで、この三つの目標に

向けて、委員会総力を挙げて活動中です。

　始めに、皆様お楽しみの記念品です、今年度の本

人誕生日は野菜ジュースセットで慶徳会員にお願い

しました。配偶者誕生日はお花で橋本修会員にお願

いしました。結婚記念日はタオルセットで小笠原会

員にお願いしました。次に親睦活動ですが、今年度

はこれまで、第 2113 回例会 (7 月 25 日 ) パークホテ

ルビアガーデンで「納涼家族例会」を開催し、奥様

方も多数参加していただき、楽しいひと時でした。

第 2118 回例会 (9 月 5 日 ) は昼に南風会のゴルフコ

ンペ、夜は大平会員をお迎えしての「新会員歓迎例会」

を開催しました。第 2119 回例会 (9 月 14 日 ) は美保

野パークゴルフ場にて「秋のスポーツ例会」、好天に

恵まれ、いい汗を流した後バーベキューを楽しみま

した。第 2126 回例会 (11 月 28 日 ) には「例会変更・

夜例会」ということで、湊高台にあるレストラン「兆

蘭」にて美味しい料理をいただきました。今後の予

定として来週 12 月 19 日 ( 木 ) に恒例の「クリスマ

ス家族例会」を行います、まだ内緒ですが、今まで

にないアトラクションがいっぱいで、皆様に大いに

楽しんでいただけると思います。お願いがあります、

プレゼント交換用の品がまだまだ足りないようです、

来週当日までにホテルのフロント迄お届けいただき

たいと思います。できれば、目安として 1 個 1,000

円前後、もちろんそれ以上でも構いませんがご用意

いただけると助かります。先週も申し上げましたが、

ご家族でお出での方は人数分ご用意いただければ有

難いです。

　年度後半の活動については、時期・内容ともに現

在検討中です。それでは本多副委員長より出席に関

して、ニコニコに関して慶徳委員から発表していた

だきます。

《本多副委員長》

　私も出席に関して良く分からないところもありま

したが熊谷委員長から出席委員会のマニュアルがあ

るということで貸していただきました。これは平成

24 年に榊会員がまとめてくれたものと聞いておりま

す。諸先輩方は分かっていることと思いますが、そ

こから抜粋してご説明したいと思います。( 例会出

席の意義、メークアップについて、出席規定の免除、

昨年度の出席率と今年度上期の出席率、通算 5 年以

上 100％出席会員の紹介などの説明 ) ここで出席優

秀の会員お二方にお話をしていただきたいと思いま

す。



が一番だと思います。私は商売を始めて

すぐに盲腸になって入院しましたけれど

もそれ以来入院したことがありませんの

で、それが一番の出席を長く続けられた

要因だと思っています。会社にお見えに

なる問屋さんや営業マンには木曜日は

ロータリーに行っていないのでお昼は来ないでくれ

と皆さんに言ってあります。厚かましい話ですがそ

うやって何とか出席を続けてきております。今年度

は 1 年間の中で出席をカバーできるということに

なっていますので、私は 5 回分のメークアップをし

ていますのでこれから 5 回休んでも 100％の出席に

なると思います。( 当クラブでのメークアップにつ

いてはクラブ定款細則を改定発行する年度末までに

協議決定することになっているので今のところ 2 週

間のままでお願いしています。)

《慶徳委員》

　二日前に熊谷委員長からニコニコについて発表し

てほしいと言われました。何をお話すればよいかお

聞きしたところ現状と普段ニコニコを発

表して思うことがあればその辺を話して

ほしいとのことでしたのでそのような事

をお話し致します。直近の 5 年間でのニ

コニコは年間 70 万円～ 100 万円、年度

によってバラつきがありますがそのくら

いの金額が集まっています。今年度は先週の例会時

点で 23 万 2,000 円が皆さんから寄せられている金額

になります。直近の 5 年間と比べて若干少ないかな

という気はします。毎週ニコニコは随時受け付けて

おりますので皆さん遠慮なさらずにご寄付いただけ

ればと思います。本人誕生日ですと割と覚えていらっ

しゃる方が多いですが、配偶者誕生日とか結婚記念

日を忘れていらっしゃる方が結構いらっしゃいまし

て、「あっ、そうだった」と記念品を受け取ってから

ご寄付をいただく方も結構いらっしゃいますが全然

構いません、翌週でも受け付けますのでよろしくお

願いします。来週はクリスマス家族例会になります

ので皆様方から多数のニコニコがある事を期待して

私の発表を終わります。
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