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第 2367 回例会

ビジターの紹介
隆雄君

誕生日祝い
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昌子会員

証

・マルチプル・ポールハリスフェロー（８回目）
源新育子会員

お知らせ

大黒裕明様
お久しぶりです。８月に八戸
でイカール国際ミュージック
キャンプというイベントをやり
ます。日本、外国で活躍して
いる音楽家、演奏家、大学の先生とかに来て頂いて、演
奏会をすると同時に地元のアマチュア音楽家の指導をして
頂くというものです。
岡田照幸様
八戸では２年目でデーリー東北さんに全面的に応援して
頂いております。八戸から世界に通用する音楽家を出した
いという願いを込めて皆さんに応援して頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

幹事報告

佐々木悦郎幹事
◎地区財団セミナーのご案内
７月28日㈰ 青森ケーブルテレビ会議室
◎むつＲＣ・むつ中央ＲＣ会長より合同記念式典・祝賀
会のお礼状
◎ガバナー年度に関する主要スケジュール案の訂正
国際大会日程
◎７月のロータリーレート 108円

会長要件

山内一晃会長
新年度最初の会長要件です。まず６月29日に南部ＲＣ50
周年に参加してきました。ほのぼのとした50周年で楽しく参
加させて頂きました。
バリー・ラシン前ＲＩ会長からお手紙が届いております。

●●

2019.7.2

「本ロータリー年度がほぼ終わりであることを信じがたく感
じております。今年度は私が特に誇りに感じていることの
一つにローターアクトの成長があります。世界で1100の新し
いローターアクトクラブの純増がみられ、ローターアクター
の数は24,254人になりました。また規定審議会での重要な
制定案を通じてローターアクトクラブがＲＩの新しい加盟の
種類として含まれローターアクトの地位向上が図られまし
た。今年度の皆様のご健闘とロータリーへのご献身に心よ
り感謝致します。最後に皆様にお伝えしたいことがありま
す。それは六つの各重要分野の環境の維持、可能性を組
み入れるという管理委員会決定についてです。国連と協力
して作成した世界環境デーハンドブックが出ておりまして、
持続して頂きたいということです。今年度、世界へのインス
ピレーションとなってくださった皆様に重ねてお礼を申し上
げます。本年度の会長を務めさせて頂いたことを大変光栄
に感じております。
」
最初の例会ですので、まず小委員会についてですが、何
かあるとリーダーから会長幹事にくるということがあって、
出来れば委員会の中で、委員にはベテランの方がいらっしゃ
います。また会長幹事に来る前に二つの委員会の委員長に
相談してみてください。委員会活動を活発にしていきたいな
という思いがあります。
出席率50％を切ると例会になりません。50周年、ガバナー
年度の役割分担などもあるのでなるべく参加して頂きたいと
思います。また食事があまることがあるので、欠席の場合は
事務局に連絡する癖をつけてください。
交換留学生につて、先日、平野会長エレクトと相談して、
私の次の年度は出来ないかもしれないという話をしました。
今年度も最初に８月〜 11月川崎会員、12月〜２月才神さん、
その後が決まっていない状態です。そこでご相談ですが他
クラブにお願いしてもよろしいでしょうか？（異議なし） 今
年度は地区でもうちのクラブだけです。難しい状況ですけ
ど続けていきたいので、南グループ内でお願い出来ればと
思っております。

・ＲＩテーマ
点鐘
・国歌斉唱
・ロータリーソング
・四つのテスト
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会報

SAA ● 小金平育男

司会： 小金平育男ＳＡＡ
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親睦委員会

音喜多泉会員

頂きたいと思います。それを実行するために、ＲＩ会長の強
調事項 1.ロータリーを成長させる。2.家族の重要性。3.ロー
タリーリーダーと仕事の共存。が重要になってくると私も思い
ます。
皆様の更なる自主性とご協力を重ねてお願い致します。
最後に、当クラブ50周年及びガバナー年度と２年連続の
大イベントの準備を積極的に進めていきます。皆さんと共
に頑張りましょう。
活動の目標 ①50周年及びガバナー年度の準備（積極的
な他周年クラブへの参加含む）。②ＲＩ会長来日への協力
（Ｉ．Ｍへの積極的な参加・協力）
（当クラブはＩＭの参加
が少ないようです。ＲＩ会長とお会いできるのでぜひ参加
お願いします。
）③地区目標の推進。④松戸東ＲＣ（来年
度50周年事業）や他クラブとの親睦交流。⑤出席率向上
（修
正出席率含みで出席率100％のチャレンジ）皆さんメー
キャップの癖をつけましょう。

ニコニコ BOX

八戸北ＲＣ
山内一晃会長：今年度もよろしくお願いします。
奥寺良之会員：山内会長、佐々木幹事、大変だと思
いますが１年間よろしくお願いします。
千葉清彦会員：山内会長、佐々木幹事さん、今年度
もよろしくお願い致します。
源新育子会員：新年度、皆様、会長幹事さんをもり
立て頑張りましょう。
斎藤昌子会員：会長、幹事様続投頑張ってくださいま
せ。頼りにしております。結婚記念ありがとうござ
います。
伊藤文也会員：右足骨折のため長期欠席して申し訳ご
ざいません。ついにぼけ老人になってきました！！
大入武志会員：山内会長、佐々木幹事よろしくお願い
します。
大沼 衛会員：本年度も会長幹事様よろしくお願いし
ます。
小金平育男会員：山内会長、佐々木幹事、今年もよ
ろしく！
片野 潤会員：誕生祝いありがとうございます。
小澤一雅会員：誕生祝いありがとうございます。
米山記念奨学金
澤口忠彦会員：
平野榮子会員：
ポリオ・プラス
大沼 衛会員：
平野榮子会員：
小野晶子会員：

活動計画

小金平育男ＳＡＡ
会長・幹事と連携して例会が楽しく秩序正しく運営され
るよう心がけ、全ての会員が満足できるよう努力したいと
思います。そしてゲスト及びビジターにおかれましても「来
て良かったな」
と思われるように努めて参りたいと思います。
クラブ管理運営委員会
石橋十四男委員長
各小委員会との連絡を密にし、全会員の協力を得ながら、
会長方針を実現するために活動に協力していきたいと思い
ます。50周年及びガバナー年度の準備で大変忙しくなると
思われます。ましてや続投２年目の会長幹事です。皆さん
で協力し合い、まず50周年に向けて共に頑張りましょう。
クラブ組織小委員会
奥井義則リーダー
本年度、以下の重点において活動したいと考えておりま
す。1.職業分類の見直しを行ない、時代に即したものとする。
2.新会員３名以上増強。3.退会者を出さない。4.地区の会
議、研修への参加。
クラブ運営小委員会
小金平育男リーダー
理事会、各委員会と協力し、各委員会の活動が効果的
に実施されるよう年間計画を立てたいと思います。またＣ
ＬＰを用いてクラブが成長するように刺激を与えて活性化を
図ろうと考えています。以上を踏まえ出席することが楽しく
なるよう工夫をして会員の親睦とロータリーの知識向上を目
指したいと思います。
情報広報小委員会
小田 正リーダー
会報は週報として出来るだけ翌週には発行するように今
まで通りすすめて参りたいと思います。情報化時代ですの
で、ネット、メールの利用、クラブのホームページのリニュー
アル、ホームページを活用して情報発信できるようにしてい
きたいと思います。
研修小委員会
神山智子リーダー
継続して進化するクラブであり続けるために地区研修委
員の指導に添いクラブ内の研修計画を企画実施します。地
区の研修情報をクラブ会員へ提供、積極的な参加を促すよ
うに努めます。他クラブとの繋がりを深めつつ外部卓話の
機会を設け、クラブ全員が様々な研修をしていけるようにし
たいと思います。会員歴の浅い方にロータリーへの理解をよ
り一層深められるようなものを用意したいと思っております。
親睦小委員会
音喜多泉リーダー
1.家族も会員も楽しめる夜間例会の開催。2.知床会や北
海道遠征にも積極的に参加を促し協力していく。3.今年度会
長方針、変化しつつ色んな人との繋がりを大事にする必要性
を考えながら有意義な親睦を図れるよう務めて参ります。

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

66.7％
78.38％

会長方針

山内一晃会長
50周年そしてガバナー年度へということで、2019-20年度
第50代会長を務めさせて頂くことになりました。昨年度に引
き続き、連続２年の会長となりますが、私の態勢も整って
おらず、ロータリー以外の活動も多くなるため、会員の皆様
にご迷惑をお掛けすると思います。しかしながら、50周年
事業や次年度のガバナー年度に向けて、続投をする佐々木
幹事共々頑張ってまいります。皆様のご協力がなければやっ
ていけないと思います。何卒、よろしくお願い致します。
今年度、８月３日に当地区当グループにおいでになる予定
のマーク・ダニエル・マローニー氏（2019-20年度ＲＩ会長）は、
「ロータリーは世界をつなぐ」というテーマです。ロータリー
の礎は「つながり」で、これはロータリー独特であり、ほか
に類を見ないと言っております。また、地区ガバナーの沼田
廣氏の地区スローガンは「共に変化し行動しよう」です。当
クラブも50年を向かえ、今後、どのようなクラブを目指すの
かを新たに考える時期かもしれません。また、来年度には当
クラブ２人目となるガバナーを輩出します。変化しつつ、色々
な人とのつながりを大事にする必要があると思います。その
ことを実行するために、私一人の力では出来ないので、一人
一人が行動して頂きたいと思います。
（例えば、小委員会の
行事はリーダーのみが動くのではなく、小委員会の人員で対
応するなど。
）また、50周年とガバナー行事が多く発生する
ので、他のクラブの周年事業にもなるべく多くの方に出席して

点鐘
（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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