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幹事●山内 一晃

神山智子会長
まず先日の地区大会では南ＲＣ様ホストクラブで
大変お疲れ様でございました。無事終了して何より
でございます。
本日は自分の会社の事も含め色んな外郭団体にも
参加させて頂いて、チームワークということについて考
えることがございました。チームワークの定義について
本には「２名以上の成員が物事を成し遂げるために一
致団結し連携を取って協力すること」
と書かれてありま
した。ネットで調べておりましたら元東芝の社長、土光
敏夫さんが「チームワークとは長所を活かし合うこと」
と明言しておりました。それぞれの個性を持っている
人達が集まるということは、それぞれを尊重しながらそ
の人の長所を活かしあっていかなくては一つの同じ方
向を皆で向けないのではないかと思いまして、この長
所を活かし合うという言葉はとても分かりやすい言葉
だなと思って、
私の中にしまわせて頂きました。
チームワーク力、仲間力とも申しまして、一つ、周囲
の人々との関係を理解する力。二つ目に、相手の意見
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を丁寧に聞く力。三つ目、意見の違いや立場の違いを
理解する力。四つ目、自分の意見を分かりやすく伝える
力。五つ目、他人とのストレスに上手く付き合える力。
六つ目、社会のルールや人との約束を守る力。とても
いい分かりやすく六項目が上がっておりました。
南ＲＣさんが地区大会成功に至ったことにあたって
も、きっとこういった事がそれぞれの会員の皆様の中
で相互に築かれて来たものかと思っております。私達
も今度２月にＩ・Ｍがございます。皆様も仕事を持ちな
がら、またロータリーの限られた時間の中で様々な事
を決めて前に進めていかなくてはならないと思ってお
ります。北ＲＣさんは仲が良くてチームワークが良くて
いいよね？なんてよく他の会員さんから言われることが
ございます。自分達の色は自ずと決まってくる、これは
私達北ＲＣ、いつも一致団結という日々を過ごしている
訳でなくとも、北ＲＣは理解する力、聞く力、伝える力、
そんなことが何となく上手く行っているクラブなのか
なと思って、本当に私はこの北ＲＣに所属させて頂いて
いて有難いなと思いながら日々勉強させて頂いており
ます。物事を成し遂げるというのは本当に簡単な事で
はないですし、私自身個人でもこういったことを肝に銘
じながらいきたいと思います。
また会社の事にこれを落
としこんで、またリーダーとはどういったものであるべ
きなのか、またそれを後輩育成に繋げていければなと
思っております。人生の諸先輩方を前にこういうことを
お話させて頂くのもおこがましいんですけれども、本日
の会長要件とさせて頂きました。

幹事報告

山内一晃幹事
◎長嶺ガバナー、久保田地区大会実行委員長、吉田
八戸南ＲＣ会長から地区大会のお礼状
◎長嶺ガバナー、北山青少年奉仕部会相談役、ロー
ターアクト委員長から国際ロータリー２８３
０地区
ローターアクト第２３回年次大会開催のご案内
メインプログラム
青森四魂祭「本州最北の地に伝わる熱き魂の祭り」
１１月２６日㈯ １３：００～登録 八戸グランドホテル
登録料 大会５,
０００円 親睦会５,
０００円
締切 １０月２５日
◎今月のロータリーレート １０２円
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スピーチ

五戸ＲＣ 山崎紀一様
五戸ＲＣ会長の山崎でございます。
本日は例会に参加させて頂き、また
貴重な時間を頂きましてありがとう
ございます。五戸ＲＣもお陰様で５０周
年を迎えることが出来、本日は改め
てご挨拶に参りました。
記念式典はコンパクトに４５分程度で、そして記念講
演は７０分の時間を取って、日本テレビの海外ビジネス
推進室長、畑山篤様に
「海外に出たから見えた日本、そ
してこれから」と題して講演頂く事になっております。
畑山様は五戸町倉石の出身で八戸高校、上智大を経
て日本テレビへ入社し、カイロ支局長、ニューヨーク支
局長といった海外の経験もございます。また１９８１年に
ロータリー財団奨学生として米国に留学している方で
ございます。スポンサークラブは三戸ＲＣということで
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

大石

源会員
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医 五戸ＲＣ
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医 山崎紀一様：よろしくお願いいたします。
医
医
医
医 八戸北ＲＣ
医
医 大入武志会員：誕生日お祝いありがとうござい 医
医 ます。
医
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医
医 小林弘文会員：結婚祝、ありがとうございます。医
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医 片野 潤会員：早退失礼します。
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医
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医
医 千葉清彦会員：
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医 奥寺良之会員：
医
医 大石 源会員：
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出席率報告

本日の出席率
前々回
（９／２０）
の修正出席率

８５．
２９％
１００％

地区大会報告

神山智子会長

表彰伝達
・会員増強優秀クラブ 第５位
・奉仕活動優秀ロータリアン 児玉禎之会員
・ＲＩ会長賞 シルバー
・ロータリー財団寄付新メジャードナー優秀ロータ
リアン 源新和彦会員
先日の地区大会はまず３
０日にパークホテルさんで
会長幹事会、晩餐会がございました。
会長幹事会では
２０１
５−１６年度の決算報告書案の承認、大会決議文の
協議、採択がございました。昨年の１
０月から監査が三
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名となったということで、当クラブの北山先生が監査の
お一人となりました。
地区指導者育成セミナーということで山崎ＲＬＩ委員
長からＲＬＩの案内もあり、当日資料を配られてプロジェ
クターを使っての説明がございました。その中でロー
タリーは毎年指導者が交代して新リーダーが新たな
発想と意欲を持って責務を果たすことでロータリーが
発展、リーダーとしての準備や研鑽をしてしっかりとバ
トンタッチしていくことが大切、など、今年度のＲＬＩは１１
月１９日午前１０時から翌日２
０日午後４時まで二日間で
開催、場所はグランドサンピアさんということで、対象
者はクラブの次期リーダー予定者、新会員を始めロー
タリーを学びたい会員となっておりますので、
どなたで
も参加して頂ければと思います。
「クラブ戦略計画の作
成の為に」というテーマもありまして、こちらは長嶺ガ
バナーの地区運営方針に基づいて「戦略計画をクラブ
に根付かせる」ということがございました。
こちらも次年
度様々な事が改定されて行く中で、このクラブでどの
ようにしていこうかということを戦略を立てながら次年
度の計画を立てていくということで、この「クラブ戦略
計画」のメンバーの構成をさせて頂きたいと思ってい
ます。地区研修リーダーの研修の中で小山内パストガ
バナーさんからの研修もございました。２０１６年の地区要
覧の改定が「～ができるようになった、貴方のクラブはど
うする？」という問い掛けに対して今も戦略計画の方で
申し上げました通り次年度どうしていこうか？ということを
改めてご説明がありました。研修終了後はＲＩ会長代理
ご夫妻歓迎晩餐会に参加させて頂いてきました。
翌日１日は一部、二部構成になっておりまして、午
前中はセレモニーを一通りして、午後には女性用ウィ
メンズクリニックを銀座で開業していらっしゃる対馬ル
リ子先生の基調講演でお話を伺いました。その後に各
委員会、個人の表彰セレモニーがございました。
ＲＩ会長代理の斎藤様のお話の中で柔軟性の大切さ
のお話があって、世界のロータリーの変化は理事事務
局の予想を遥かに超えている。世界のロータリーの確
立的運営は綻びている。地域地区のクラブの運営裁量
権が少しずつ拡大されて来た。これは組織維持のため
にそうならざるを得なくて拡大されて来た。といったお
話があったり、組織がどんなに大きくなってもロータ
リーの事業のいくつかが世界規模になってもロータ
リークラブは地域社会を基盤とする奉仕団体でありま
すから、実際的活動は公共的ですが、ロータリー自体
はむしろ個人的でプライベートなものと言うべきで
しょう。というこれは１９８５年のロータリーの友に掲載さ
れた一節を引用しておりました。
後は「地区クラブでこ
れからどうする？」というので今まで通りなのか、クラブ
戦略計画を徹底してクラブビジョンを作って行くＣＯＬ
の活用、柔軟なクラブ運営という方向で行くとか、ロー
タリーの運営に柔軟性が認められました。クラブを強く
する絶好のチャンスです。元気な会員の集まるクラブ
を目指しましょう。
というお話などがございました。
その後は会場を移動して大懇親会が開かれました。
二日間にわたる地区大会でご参加頂きました会員の
皆様にはお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
点鐘

