
《ゲスト》

RI 第 2830 地区南グループ

ガバナー補佐　築館智大様 (八戸 RC)

《会長要件》松田会長

　今日は南グループガバナー補佐の築館

様がいらしております、後程ご挨拶をい

ただきます。勝手を申して申し訳ありま

せんがこの後ちょっと用事があり途中で

抜けますが戻ってまいりますのでよろし

くお願い致します。この暑い中ですから

お体の方くれぐれもご注意していただいて、元気で

私の目標であります、仲良く親睦が出来て、皆で楽

しくやれるロータリーでありたいと思っていますの

でよろしくお願い致します。

《幹事報告》石橋幹事・慶徳副幹事

・秋のスポーツ例会、新会

員歓迎例会、南グループ

9RC 合同コンペの出欠を回

していますのでご記入お願

い致します。

・2018-2019 年度の報告書

が届いています。

・サイクルアイ、ハイライト米山が届いています。

・福岡県豪雨災害支援の募金を引き続きお願いして

いますのでよろしくお願いします。

・韓国南浦項 RC よりお手紙が届きました、慶徳副幹

事より発表していただきます。

　「こんにちは、RI2830 地区八戸南 RC 会長、そして

会員の皆様の御健康と限りない発展をお祈り申し上

げます。浦項は長い梅雨が明けて猛暑が続く今日こ

の頃ですが、当クラブの会員たちは皆元気に過ごし

ております。RI2830 地区八戸南 RC の皆さまはお元

気ですか ? COVID-19 でとても大変だと思いますが八

戸南 RC 会員の皆さんが無事である事を切に願ってお

ります。この大変な時期が一日も早く過ぎてほしい

と願っています。

　実は、わずかですが、大変な時期に少しでも力に

なろうと防疫マスクを送ろうとしましたが、海外発

送の全面禁止になり、送ることが出来なくなり、と

ても残念です。

　くれぐれも八戸南 RC 会員様も、又お会いするその

日迄、お体にお気をつけて無事に過ごされることを

お祈り申し上げます。」

《ニコニコボックス》慶徳委員

築館智大様 : ガバナー補佐、1 年間よろしくお願い

　　　　します。

松田会長 : 築館ガバナー補佐、ようこそいらっしゃ

　　　　いました。

石橋幹事 : ガバナー補佐ようこそ、米内委員長よろ

　　　　しく。

米内会員 :築館ガバナー補佐、いらっしゃいませ。

西村会員 :米内委員長、宜しくお願い致します。

本人誕生日 :小原会員

《コミュニケーション委員会》久保田委員長

　ロータリーの友から 2 点ご紹介しま

す。友愛の広場に青森 RC の「新型コロ

ナウイルス終息の切り札」という投稿が

載っています。ロータリー柳壇には沼田

パストガバナーの川柳が載っています。

「ウイルスで日本列島引きこもり」とい

う川柳です。ホルガ―・クナーク RI 会長よりメール

でメッセージが届いていますのでご紹介します。

( メール読み上げ紹介 ) プリントが必要な方は申し

出てください。

《ご挨拶》南グループガバナー補佐 築館智大様

　皆さんこんにちは、1 年間ガバナー補佐を務めさ

せていただきます八戸クラブの築館と申します。1

 

2020-21 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
ＲＩ会長　ホルガ―・クナーク（ROTARY  OPENS  OPPORTUNITIES）

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　源新　和彦   ● 会長　松田　義武  ● 幹事　石橋　一男  ●コミュニケーション委員長　久保田　幸造

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/2020/

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 33 名。本日の出席は免除

会員 7 名を含む 24 名。出席率は 77％

です。

《出席報告》松橋委員長

第 2153 回 例 会 記 録
《会員増強委員会担当例会》

2020 年 8 月 20 日（木）
点鐘　12：30
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《会員増強委員会》米内委員長

　会員増強委員会の米内です。普段会員

増強活動については石橋さんとか久保田

さんはじめ多くの皆様にご協力いただい

て非常に感謝しております。私自身が会

員増強委員長に任命いただきながら空振

りばかりなので、少し視点を変えて、当クラブの会

員数の推移から、会員数が増えていらっしゃるクラ

ブと私共のクラブを比べてみました。事務局の赤穂

さんにお手数をかけてガバナー月信から拾いだして

いただきましたが、改めてガバナーというのは大変

な仕事をしていらっしゃるのだなと思い知り、別な

勉強もさせて頂きました。会員数が増えていらっしゃ

る八戸東クラブさんと八戸北クラブさんを参考にさ

せて頂き、八戸中央クラブさんのデータも参考にさ

せて頂きました。ところどころデータの欠けている

ところは前後から推測して数値を入れておりますの

で完ぺきなものではありませんが近いものだと思っ

てみて頂きたいと思います。( 資料を基に作った棒

グラフを使い入退会の推移を説明 ) どこのクラブも

退会者のない年度よりも入会者のない年度の方が多

いようです。北クラブでは入会者のわりに退会者の

比率が少ないので会員数は増えています。中央クラ

ブでは 19 人入会した年度がありますが翌年に 20 人

退会しています。これは衛星クラブを作った関係で

すがこのように 10 人規模の増減がある時というのは

何か特別な事があったと推測できるとおもいます。

このように他のクラブと比較してみますと当クラブ

は入会者に比べて退会者の方が多いようです。別の

グラフで説明しますが東クラブの増減です。偏差値

でなければわかりづらいので偏差値を出しています。

棒グラフの山の所を見てください。どこのクラブに

も当てはまるのですが会員の増減は山あり谷ありで、

谷があっても山があってクラブの人数の増えている

ところは山がありながらも下がり方が急ではない。

分母の 90 名というのは八戸クラブさんの一番多いと

きの人数にしてあります。北クラブは人数は少ない

ですけれども上がり下がりはありますが上がってい

くのが多くなっていて退会者の偏差値は非常に少な

く偏差値 49 というのは入会者が多いのではなく退会

者が少ないということだろうと思います。退会者が

少ないから人数が減らないでい

たということが読み取れると思

います。中央クラブさんも人数

は少ないですがやはり山あり谷

ありです。私どものクラブも上

がり下がりを繰り返しますが一

度大きく落ちてからそのまま上がり切れておりませ

ん。本当は 20 年間のデータをと思いましたが飛び飛

びで 17 年間のデータを基に比べてみました、もう少

し調べて 2830 地区全体のものを入れると偏差値が非

常に有効的に使えると思いましたがあまりに大変で

出せませんでした。結果、私たちのクラブはどうい

う感じであるかと言いますと入会者の偏差値は 55 と

非常に高く入会活動は活発にやっているということ

がわかります。ただ、退会する人も他のクラブより

はちょっと多い、ダントツに多かったように思いま

年間よろしくお願い致します。RI テー

マはこちらに掲げておられます、源新ガ

バナーも「信じあおう」という地区テー

マを掲げておられます。RI テーマを受

けて地区のテーマを決めそれに向かって

会長幹事さんも活動されるわけですが、

皆さんのクラブでは今年のスローガンは決まってい

ますか ? 八戸クラブでは毎年地区のテーマに沿った

テーマを決めて 1 年間それに向かって活動していま

す。ガバナー補佐はどういう活動をするのかという

とグループ独自の活動をするのではなくガバナーと

皆さんとの橋渡しをするのがお役目です。皆さんの

所にも数回伺いたいと思っていますので、皆様から

こうやっていただきたいという要望があれば地区の

方にお知らせしますし、地区の方から、ガバナーか

らアンケートの依頼などがあれば、皆さんのクラブ

がどのようなことをやっているのか、どのような状

況なのかということ、例えば八戸クラブではコロナ

の影響で 3,4,5 の 3 ヵ月は全く例会を行っておりま

せんでしたが、6 月になってさすがにこれはという

ことで例会を再開いたしました。八戸クラブでもこ

のようにズームを使って例会の状況を流しておりま

すし、ズームで参加するメンバーも何人かおります。

メーキャップにつきましては地区外から来られた方

にはご遠慮していただいております。このように皆

さんのクラブの状況を地区の方に逐一報告しており

ます。それを受けてガバナーから皆様に伝えて頂き

たいということがこれから頻繁に起きてくると思い

ます。今現在は会員数と女性会員の人数と平均年齢

です、会長幹事面談までに調べておいてください。

南クラブさんの公式訪問は 10 月 1 日でかなり遅いで

すが、公式訪問前でもいいので是非夜の例会で皆さ

んとコミュニケーションを図りたいとガバナーが申

しておりましたのでお伝えします。

　先ほど幹事さんもお知らせしていましたが 9 月 13

日に南グループの合同コンペが八カンでありますの

で是非参加いただきたいということと、来年 1 月 19

日に南グループ合同新年会を予定しています。コロ

ナ次第ですが円卓に少人数で予定しております。本

来年度初めに合同例会を行うのですが状況的に出来

ませんでした。新しくなられた会長幹事紹介や新会

員の紹介などが出来ませんでしたので、是非新年会

を開催したいと思っています。2 月 27 日に南グルー

プの IM を予定しています。八戸 RC の 65 周年はこれ

から案内があると思いますがズームでの参加も OK で

す。会場はグランドホテルです。

　この様なことをいろいろお聞きしたりお知らせし

たりすることになると思います。ガバナー補佐です

ので気軽にお邪魔したいと思っていますので、是非

皆さんも八戸クラブの方へ遊びに来てください。最

後になりますが 10 月 24 日の世界ポリオデーに何か

をやってほしいと伝えてくれと言われています。南

グループとして何かをやるには時間がないので皆さ

んのクラブの中で何か考えて頂ければと思っていま

すのでよろしくお願い致します。

　1 年間伝書鳩のように行ったり来たりして調整役

を致しますので 1 年間どうぞよろしくお願い致しま

す。



す。他のクラブに比べて退会者数が多いというとこ

ろが気になるところですので、今後は今まで通りに

増強活動は活発に行い、次に他のクラブの退会者の

対策を学ばなければならない、その次に新しい会員

のフォローにもう少し力を入れなければならないよ

うに思います。

　例えば私の年度の時はテーブルマスター決めて

ファイヤーサイドミーティングを久しぶりに行いま

した。親睦のあり方に力を入れて新会員の為にみん

なで力を足して行ければと思います。

　このことを参考に今後どのように進めていかなけ

ればいけないかということを思っております。

　どうか皆様にご協力をよろしくお願いして終わり

にしたいと思います。ありがとうございました。
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