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【 ガバナー公式訪問 】
ナー、そして、私の後にガバナーになって頂く源新

司会：小金平育男ＳＡＡ

さんのホームクラブでございます。今日も会長幹事
・ＲＩテーマ

面談、クラブ運営協議会を通して親睦活動、奉仕活

点鐘

動をきっちりやられているクラブだと感銘を受けて

・国歌斉唱

おります。この一年間よろしくお願い致します。

・ロータリーソング
八戸中央ＲＣ

・四つのテスト

上野実穂ガバナー補佐

８月３日、マローニー会長をお迎えして

ゲストの紹介

のＩＭでは、北クラブさんからは大勢参加

八戸聖ウルスラ学院高校

才神瑠奈さん

して頂き、そして、川﨑会員からはポリオについて

こんにちは。八戸聖ウルスラ学院高校２

大変立派な発表を頂きました。12名の沼田ガバナー

年の才神瑠奈です。本日はお招き頂きあり

の同期ガバナー、全国からパストガバナーが多くい

がとうございます。私は８月20日に八戸を発ち、21

らっしゃったわけですけれども、言われたのが、こ

日にアメリカのニューヨーク州に向けて出発しま

んなに立派なＩＭは初めて見た、勉強になったとい

す。ロータリーの皆様のお陰で旅立てます。本当に

うお礼の言葉を頂戴し、皆様のご協力に感謝申し上

ありがとうございます。友達、学校の先生、そして

げます。

家族への感謝の気持ちを忘れずに色んなことを学ん

26日で公式訪問が終わりＩＭも終わり、私の仕事

で、将来のための糧にしたいと思います。あっちで

も終わりですが、南グループの懇親ゴルフコンペ、

は友達をいっぱいつくり、色んなことに挑戦し、自

ロータリーデーに向けたＰＲ活動もありますので、

分の世界観を大きく広げ、帰ってきたらロータリー

引き続きご協力お願い致します。

の皆様に貢献出来るようになってきます。不安はあ
青森ＲＣ

りますが、自分から行動を起こし、分からないこと

地区幹事の一人として地区のホームペー

は聞きながら成長してきます。ロータリーの皆様に

ジ作成を担当しております。ホームページ

は感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう

を作ったことのない人間が作っているもので、私も

ございます。行ってきます。

不安なのですが一応ホームページは稼働しておりま

ビジターの紹介
青森ＲＣ

柳谷恒次地区幹事

す。不具合等あるかもしれませんので、ご意見など
沼田

廣ガバナー

ありましたらぜひお寄せください。今後ともよろし
くお願いします。

皆さんこんにちは。今日は皆さんにお会
いするのを大変楽しみにして参りました。
この八戸北ＲＣは我が敬愛する北山パストガバ
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誕生日祝い

幹事報告

佐々木悦郎幹事

◎地区大会のご案内
源新和彦会員

晩餐会・地区大会・懇親会の出欠をとっ

小林弘文会員

ております。前日のゴルフの宿泊は押さえ

認

ていた分は埋まりましたのでご自分でお願いしま

証

す。
◎ＩＭのお礼状が届いております。

・マルチプル

◎プロボノチャレンジ2019青森参加のお願い

ポールハリスフェロー

◎南グループ親睦ゴルフコンペのご案内

（２回目）

９月15日

山内一晃会長
沼田ガバナーよりバッジ贈呈

会長要件

９：30

八戸カントリークラブ

◎南グループ内、懇親会の会費改定のお願い
6,000円から6,500円に改定

山内一晃会長

◎ガバナー事務所お盆休暇
８月10日〜 18日

先程、ガバナーとの会長幹事会で、ロー

◎８月のロータリーレート

タリー賞をぜひ、特別賞よりハードルが低

１ドル＝108円

くなっていますのでロータリー賞をとって
くださいというお話でした。会員拡大は４名を目指

親睦委員会

したいと思います。退会者の防止のために青森ＲＣ

大沼

衛会員

ニコニコ BOX

ではゴルフ、釣、合唱、テニス、マージャン、お酒、
食事と７つの親睦の会があるそうです。女性会とい

青森ＲＣ

うものもあると聞いています。うちも知床会があり

沼田廣ガバナー：皆様にお会いするのを

ますけど、もう一つくらい増やした方がいいのかな

楽しみにして参りました。この一年宜しくお

と思いました。ＭｙＲｏｔａｒｙの登録は35％、ぜひ

願いします。

50％にしたいと思っております。柔軟性をよく利用

八戸中央ＲＣ

していきたいと思います。

上野実穂ガバナー補佐：先日はＩＭありがとう
ございました。本日公式訪問例会よろしくお

先週、早朝例会後に、地区補助金を使った浩々学

願いします。

園の社会見学を実施しました。まずスケート場見学、
プラザホテルに行って、アーバンホールを見たこと

八戸北ＲＣ

がなく感動していました。クリスタルホールのチャ

山内一晃会長：沼田ガバナー、今日よろしくお
ねがいします。

ペルを見て、テーブルマナー、緊張していたようで

北山輝夫会員：ガバナー、ガバナー補佐、大歓

すけどしっかり食べていました。横町会員にはご協

迎致します。

力頂きありがとうございました。八戸中央青果では

源新和彦会員：沼田ガバナーのご来訪を心より

30℃以上ある日で－２℃の冷蔵庫に入って、ギャッ

歓迎申し上げます。

プに大変でした。

源新和彦会員：お誕生日のお祝いありがとうご

８月３日ＩＭに行ってきました。気さくと言えば

ざいます。

失礼かも知れませんが、すごく気さくなＲＩ会長で

平野

奥様もステキな方でした。

薫会員：ガバナー、ガバナー補佐、大歓

迎致します。

８月20日、10：16の新幹線で瑠奈さんが八戸を発

大沼

ちます。もしお時間があればお見送りをお願いしま

衛会員：沼田ガバナーようこそいらっ

しゃいました。

す。

奥寺良之会員：沼田ガバナー、今日はよろしく

８月21日レベッカさんが来日します。18：10三沢

お願いします。

空港着です。
お時間のある方お出迎えお願いします。

澤口忠彦会員：沼田ガバナーご苦労様です。今

2830地区で今年度唯一の交換留学生ですので大事に

日は宜しくお願いします。

していきたいと思います。

源新育子会員：沼田ガバナー、本日はよろしく
お願い致します。
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神山智子会員：沼田ガバナー、ようこそいらっ
しゃいませ。本日はどうぞよろしくお願い致
します。
奥井義則会員：ガバナー訪問歓迎します。
小向龍悦会員：沼田ガバナー、ようこそいらっ
しゃいました。
大入武志会員：ガバナー、本日はよろしくお願
いします。
片野

潤会員：ガバナー、ガバナー補佐、宜し
力の程よろしくお願いします。

くお願い致します。

これが国際協議会の場所でマンチェスター・グラ

千葉清彦会員：沼田ガバナー様を歓迎いたしま

ンド・ハイアット・サンディエゴという大変大きな

す。

ホテルです。収容人員が約2000人です。契約が10年

小林弘文会員：誕生お祝いありがとうございま

で来年、源新さんで切れて、次の成田さんの時はフ

す。52歳になります。
米山記念奨学金

ロリダ州のオーランドに移るんだそうです。サン

大沼

ディエゴは軍港で有名でホテルのすぐ近くに空母と

衛会員：

軍艦が泊まっているところです。

平野榮子会員：沼田様よろしくお願い致します。

これはマーク・ダニエル会長のテーマバッジの意

大崎光明会員：ようこそ、本日はよろしくお願

味です。真ん中は青い地球を表し、周りに４人いて

いします。

色の違いは人種を表しています。東西南北の位置に

小金平育男会員：沼田ガバナーようこそ八戸北

配置されてスカイダイビングのように手をつないで

ＲＣへ。よろしくお願いします。
ポリオ・プラス

いるように描かれていて、世界をつなぐというふう

平野榮子会員：沼田様よろしくお願い致します。

にデザインされています。
マーク・ダニエル会長は弁護士でアラバマ州ジ

源新育子会員：

ケーターというところで弁護士事務所をやっておら

横町芳隆会員：沼田ガバナーようこそ！！本日

れます。25歳でロータリーに入会、30歳で会長、34

はよろしくお願いします。
大沼

歳で地区ガバナー、その後、ＲＩの色んな役員をや

衛会員：

られて、満を持して64歳でＲＩ会長になられたわけ

出席報告

です。ガバナーをやってから30年後にＲＩ会長とす

本日の出席率

75

前々回（７／ 23）の修正出席率

62.16％

ガバナー卓話

ごいですね。右側の女性がガイ夫人で弁護士をな

％

さっていて笑顔が爽やかな方です。
（マローニー会長のスピーチ動画）

沼田

廣ガバナー

マローニー会長は熱弁を振るって、ロータリーは

今、円高のお陰でロータリーレートが108円、今

世界をつなぐという意味を解説して頂きました。強

朝の新聞では105円までまた上がっていましたので

調項目として４つあげておられました。最後に国連

もう少し上がるかもしれません。今がロータリー財

との連携を深めていくとおっしゃっています。今プ

団に寄付するには一番いい時期だと思います。ご協

ラスチックのゴミ問題、大阪サミットで無くしてい
こうと決議されました。ロータリーは以前から６つ
の重点分野を定めていますが、国連が2015年に定め
た持続可能な開発目標17ありまして連携していこう
ということです。具体的活動は今後発表していくそ
うです。
最近ロータリーは変わってきていますよね。前の
ロータリーからあまりにも変わりようが激しいので
戸惑う方もいると思います。でも変えてはいけない
ことと変えていいことがあるんだよと、この後、マ
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ので、ぜひお願い致します。

ローニー会長はおっしゃっておられました。変えて
はいけないこととは、中核的価値観。ロータリーは

「6.ロータリー財団への寄付」今、非常にロータ

奉仕と親睦とよく言われますが、それに多様性、高

リーレートが安くなっております。一人当たり年次

潔性、リーダーシップという５つが変えてはいけな

基金150ドル、ポリオ・プラス30ドルとなっており

い中核的価値観です。

ますのでご協力よろしくお願いします。

これはマローニー会長がおっしゃっていた戦略計

「7.米山記念奨学金寄付」特別寄付として10,000

画を立案するときの優先事項と目的ということで、

円以上、普通寄付は3,000円以上です。昨年までは

長期、中期、短期とあります。長期はビジョン声明

特別寄付20,000円以上でしたので、やりやすくなっ

に代表されるものです。中期目標は４つございます。

たかと思います。

短期目標はこの年度だけ、マローニー会長年度だけ

「8.アクトの翼の復活」２年ほど前までインター

ということで全部で９つございます。これらを実施

アクトの生徒さんを台湾に送っていましたが、今、

していくなかで最終的にはロータリー賞をとれるよ

ちょっと中断しておりますので、ぜひ復活させたい

うになっています。ぜひロータリー賞に挑戦して頂

と思って進めております。
「9.青少年交換およびＲＹＬＡの推進」北クラブで

きたいと思います。
2830地区スローガン「共に変化し行動しよう」、

は１名派遣、１名受入れでご協力頂いております。

マローニー会長もおっしゃっていた、共に手を取り

大変ありがとうございます。また引き続き次年度も

合って行動していこう、そして柔軟性をもって変え

出来ればお願いしたいと思います。ＲＹＬＡは地区

るべきものは変えていこうとそういう長期ビジョン

で青少年育成セミナーをやっておりますけども、こ

からとったものです。昔は、ロータリーは一人一人

れに参加して頂くように皆さんの知り合いや会社の

がそれぞれ職業を通して奉仕していくという考え方

若い方を送って頂きたいと思います。

が強かったと思いますけど、今はもちろんそれも大

「10.ロータリー賞への取り組み」先程、会長から

事ですけど、共に手を取り合ってやっていこうとい

取り組んでいくという話を頂きましたので期待して

う面も強調されています。

おります。
これは、サンディエゴでマローニー会長ご夫妻と

地区目標、10項目採り上げております。
「1.ガバナー事務所とガバナーエレクト事務所の

握手したところでコネクトしてきたということです。

合同化と固定化の実現」今、始めているところです。

国際大会は来年の６月６日～ 10日までハワイ、

「2.会員増強」各クラブ純増１名以上お願いして

ホノルルで行われます。６月７日が本大会でその日

おります。
特に女性と若い会員の方をお願いしたい。

の夜に地区ナイトを予定しております。この地区か

「3.新クラブの結成」地区内に衛星クラブも含め

ら60名参加を目標としております。ぜひ八戸北ＲＣ

て１クラブ以上作っていきたいと思います。今、八

からもたくさんご参加頂ければと思います。12月ま

戸臨海地区、青森西部地区に候補が出ています。

でにＭｙＲｏｔａｒｙから申込みすると登録料はまだ安

「4.新ローターアクトクラブの結成」１クラブ以

いですけど、年明けると高くなりますので早くした

上で考えています。これも今、青森中グループに候

ほうがいいかと思います。旅行プランは８月下旬に

補が出ています。

皆さんからアンケートをとってから決まります。あ

「5.公共イメージの向上」ポリオ撲滅活動をはじ

る程度、60名という目標でホテルも仮おさえしてい

め各種奉仕活動をやっていますけど、世論調査では

るそうです。現地でアロハ！と言ってお会いしたい

ロータリーは何をやっているかわからないと、ポリ

と思います。

オも世間では知られていません。出来る限り色んな

地区大会が９月28,29日とあります。29日の記念

メディア、ＳＮＳを使って広報に務めて頂きたいと。

講演は野村謙二郎氏、広島カーブの前監督です。人

と同時にＭｙＲｏｔａｒｙへの登録率を35％以上に向上

材育成等の参考になると思いますのでぜひ聴きに来

して頂くようにお願いして、すでに地区としては

て頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致し

35％達成しました。八戸北ＲＣも丁度35％です。こ

ます。

れでいいとういわけではなく、地区として50％以上
目標に変更しました。引き続きお願いします。また
点鐘

国際大会などに登録するためにもＭｙＲｏｔａｒｙを
使ってやらなければならないことになっております

（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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