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ROTARY: MAKING A DIFFERENCE

国際ロータリー第2830地区

八戸北ロータリークラブ
ガバナー ● 佐々木千佳子

会長 ● 小金平育男

幹事 ● 久保隆明
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第 2276回例会

・ＲＩテーマ
点鐘
・ロータリーソング
・クラブソング
・四つのテスト

ビジターの紹介
田中節穂君

誕生日祝い
平野

表

薫会員

彰

・米山功労クラブ（３回目）
・ポール・ハリス・フェロー

SAA ● 大崎光明

ロータリー親睦活動月間

司会：小林弘文会員

八戸東ＲＣ

会報

〒031-0081 青森県八戸市柏崎一丁目6  6
八戸プラザホテル内
TEL.0178
（44）
3121 FAX.0178
（44）
3128
h t t p :// w w w. 8 k i t a r c . c o m/
例会日：毎週火曜日 12：30開会

八戸北ＲＣ
平野 薫会員

会長要件

小金平育男会長
ここのところ良い天気が続いて３
０℃超えたり、熱
中症を心配しなければならない状況です。反対に九
州地方が大雨で甚大な被害が広がっています。災害
に遭われた方々に心からお見舞い申し上げたいと思
います。
自然災害には逆らうことができません。人間も自
然の中で生かされている生物の一つに過ぎませんし、
自然の中で受ける驚異というものは人間が勝手に
思っているだけで、地球規模で考えると小さな出来
事でしかありません。常に自然現象、台風・地震な
ど如何に身を守るか常に考えておく必要があります。
話は変わりまして、先週、講演会があり「伝える
から伝わる」という演題で心に残ったことがありま
した。
「伝える」と「伝わる」の違いは、「伝える」は一
方的で「伝わる」はお互いに理解しないと伝わった
事にはならない、相手がいて相手に伝わっているか
どうか確認して伝わる事になるのかなと思いました。
もう一つ、当たり前のことを当たり前にやってい
ることに普段気が付かないんですね。自分が当たり
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前だと思っている事も他人からすれば違う事であっ
たり、受け止め方によっては変わってしまうことが
あるわけです。スポーツ選手とかは普通に体を鍛え
ていて、我々からは凄いなということを当たり前に
やって成績を残すわけです。当たり前のことを当た
り前にやって価値があるんだなということを教えら
れた気がしました。
あと、挨拶をすることが如何に人間関係を潤滑に
するか、挨拶することによってポジティブな状況に
するということを仰っていました。積極的に自分か
ら挨拶する事が周りの環境を良い方向に変えていく
という非常に大切なことだなと感じて参りました。
会話というのもキャッチボールで、相手の取れる
ところにボールを投げる、会話も相手のことを考え
ながら受け止められる範囲に投げてあげることが大
事だなと思いました。
一番最後にいちばん大事だなという言葉がありま
した。
「ありがとう」という言葉です。普段何気なく
使っていますが、魔法の言葉で笑顔で言うとその場
の雰囲気が変りますよね。
「ありがとう」という言葉
を心から言える、言葉の使い方を勉強していきたい
とつくづく思いました。
拙い話ですけれど会長要件とさせて頂きます。

幹事報告
久保隆明幹事
◎地区財団セミナー
７月３０日 １３：００〜１６：００
青森ケーブルテレビ会議室
※補助金を受けるクラブは必ず参加
◎２０２１年度地区ガバナー候補者推薦のお願い
◎地区要覧の正誤表が届いております。
◎南グループ合同例会
７月２６日 １８：３０〜 八戸パークホテル
◎活動計画書・報告書の締切
知床会
・北海道遠征 参加者２７名
７月２７日夜９時頃フェリー埠頭集合
費用は帰ってきてから精算
１週間前に詳細をＦＡＸ

源新和彦会員
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親睦委員会報告

大沼

衛会員

クラブ運営小委員会
平野 薫リーダー
今年度も会員基盤の維持と拡大に努めて参りたい
と思います。知床会、夜間例会等を利用して、オブ
ザーバーの方をお誘いして、ロータリーを理解して
もらい入会してもらいたいと考えております。新会
員２名増員ということで増やしてきたいと思います。
また、新しい世代の会員と既存会員のコミュニケー
ションを図っていきたいと思います。親睦を深める
機会を増やし、例会への参加人数を増やしてきたい
と思っておりますのでよろしくお願い致します。

ニコニコBOX
謂違違違違違違違違違違違違違違違違違違違
遺
医 八戸北ＲＣ
医
医 平野 薫会員：誕生祝いありがとうございます。
医
医 源新和彦会員：早退失礼致します。
医
医 源新育子会員：ロータリーバッジを忘れました。
医
医
医
医 申し訳ありません。気をつけます。
医
医 佐々木悦郎会員：早退します。
医
医 音喜多泉会員：平野薫さんお誕生日（７／６）お 医
医 めでとうございます！！
医
医 米山記念奨学金
医
医 奥寺良之会員：
医
井違違違違違違違違違違違違違違違違違違違亥

親睦小委員会
大沼 衛リーダー
今年度の会長方針は「共に何かしよう」です。そ
の中の活動目標の１番目に「会員の親睦重視」と挙
げているほど、特に親睦委員会には力点をおいてい
ると思います。その期待に応えられるよう計画し行
動していきたいと思います。
１．夜間例会を充実させる為、様々な事を工夫して
いきたいと思います。例えば会場選定や料理など
を工夫し、場合によっては料金を上げること、ニ
コニコの取り崩しも考えています。
２．知床会や北海道遠征などに積極的に参加を促し、
協力していきたいと思います。
３．会長の要望である松戸東ＲＣとの交流を実現させ
る為、積極的に行動し支援していきたいと思います。

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

７
２．
２２％
８２．
３５％

活動計画・クラブ戦略

久保隆明幹事
前回は会長方針だけでしたので今日は各委員会に
活動計画を発表して頂きたいと思います。
山内一晃会長エレクト
ロータリーに入って４年になります。まだまだ会
長になる時期ではないと思いますが、当クラブに迷
惑がかからないよう、１年間しっかり勉強しようと
思っております。また、会長の３つの目標、特にク
ラブ戦略計画は単年度ではできないものなので、
フォローしつつ、自分の年度に生かせるようにした
いと思います。さらに、私の次年度は５０周年を控え
ておりますので、その体制作りも少しずつやってい
きたいと思っております。

研修小委員会
児玉禎之リーダー
３年程続けて研修小委員会をしていますが年々モ
チベーションが下ってきて、研修への参加も少なく
なり新会員にも指導ができず反省しております。最
近メーキャップが多くなって参加が少なくなってき
ております。

クラブ管理運営委員会
小田 正委員長
各小委員会の協力を頂きながらやっていかなけれ
ばならないのですが、講師を各委員会の方からお願
いし、私の方からもお願いして、各委員会で良いと
思えるものを皆さんにお伝えしたいと思っておりま
す。例年のごとく進めていければと思っております。
情報広報小委員会
小田 正リーダー
マンネリ化した委員会になっているように思われ
ますので、皆さんから要望があればご期待に沿える
ようにしたいと思います。会報は週報で出せればと
思っております。ホームページもリニューアルしな
がらやっていきたいと思っております。

国際奉仕小委員会
平野榮子リーダー
皆様のお陰で前年度は米山の賞を頂くことが出来
ました。今年度もよろしくお願い致します。
ロータリー財団小委員会
小林弘文リーダー
財団セミナーに積極的に参加し理解を深めるととも
に、補助金を通じて財団の使命を再度認識し、支援活
動を行いながら寄付を進めていきたいと思います。
１．ロータリー財団月間中（１１月）では、ロータリー
財団の外部卓話を計画します。
２．ポリオプラスの目標額を３０ドル
３．年次寄付の目標額を１００ドル（１２０ドル？）

クラブ戦略委員会

クラブ組織小委員会
奥井義則リーダー
本年度は四つに重点を置いて活動したいと考えま
す。一つは職業分類の見直しを行ない時代に即した
ものとする。二つ目は新会員２名以上増やしたいと
思いますのでご協力をお願いします。三つ目、退会
者の防止の為なるべく声を掛けるようにし、例会出
席の向上に務めていきたいと思います。四つ目、地
区の会議・研修への参加。積極的に声を掛けて参加
してもらえるように努力していきたいと思います。
よろしくお願い致します。

小金平育男会長
定款・細則の入会金の削除についてもう一度確認
したいと思います。
・定款第１１条
・定款第１２条 第２節（ｂ）
・定款第１５条
・細則第６条 第１節
以上の入会金の条項を削除させて頂いてもよろしい
でしょうか？（拍手）そのようにさせて頂きます。
点鐘
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