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て、総会を兼ねてお量りしたいと思います。それでは概略
的なものを申し上げますので、お目通し頂きたいと思いま
す。
（以下決算書概略）
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・クラブソング
・４つのテスト
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会長要件

小金平育男会長
残り２回ですから何を言おうかなと思っていましたけれ
ども、
ホーブスジャパンというところのニュースなんですが、
応用スポーツ心理学、
これから見るホワイト企業という話で
した。
ホワイト企業、反対はブラック企業ですよね。
ブラック
企業というと非常にイメージ悪いですけども、ホワイト企
業ってどんなのかな？とニュースを見ましたら、要するに社
員のやる気を十分出している会社。人間性を業績に貢献さ
せている会社らしいです。
このホワイト企業が増えると社会、
世の中も非常にいい方向へ進むということで、どんどんホ
ワイト企業が増えることを後押ししているという話ですけ
れども、このホワイト企業としての３つの要素が「個人」
、
「周り」
、
「場」という３要素が非常に大事だということです。
言わば個人性、関係性、全体性、こういうふうに考えられる
ということだそうで、個人の自立と関係の信頼と全体の共
有と、こういうキーワードが出ておりました。自分の会社に
当てはめて考えてみたいなと思った所でした。
話は変わり、昨日も大変大きな地震が大阪の方でありま
した。非常に心が痛む思いがあります。
またそれと同時に頻
繁に最近起きていますので、東北の方に来なければいいな
と思ったりもしておりました。被災された方々には心からお
見舞い申し上げます。

出席報告

本日の出席率
前々回の修正出席率

クラブ協議会

山内一晃会長エレクト
次期ガバナー補佐の久保田様より６月２
９日に事前に南
グループのロータリー活動についてお話があります、というこ
とで文書を頂いております。６月２
９日に会長幹事が集まっ
て話をするようなんですが、まずここで次年度の活動に向け
て各クラブの奉仕活動や社会貢献活動をお知らせ願いたい
ということで、
こちらの方は私が記入して出したいと思います。
その他にガバナーエレクトから公共イメージの向上をしたい
というお話がありまして、それに伴い、ロータリーデーにちな
んだ南グループでのロータリーデーを開催したいということ
は前回お話しました。
また、クラブのビデオを作成したいとい
うことで、そのビデオ作成について賛否の回答を２
９日にしな
ければならないので、皆さんにお量りしたいのですが、私とし
ては断る理由もないのでビデオ作成には賛同したいと思っ
ております。皆様ご意見がありましたらお願いいたします。各
クラブで違うと思いますがクラブの紹介ビデオだそうです。
多分２
９日に具体的なお話があると思うのですが、例会場の
案内、連絡先、会長幹事のコメント等という話です。
ご賛同し
て頂けますか？
（会場、会長一任で。）それでは２９日に詳しい
ことをお聞きしまして、
問題なければ賛同したいと思います。
小金平育男会長
私の方から皆さんに提案と承認頂きたいなという件が一
つありました。八戸聖ウルスラ学院の音楽の先生たちが去年
と一昨年、チャリティーコンサートをやっています。
そのチャリ
ティーで集めたお金を東日本大震災とか熊本の震災の方へ
カリタスジャパンを通じて義援金として送っているという活動
をしているということでした。そこで去年その話を聞いた時に
ロータリーでも何かお手伝いできるだろうかということをお話
したら、是非今年は何か共催なり、後援なりして頂ければと

幹事報告
久保隆明幹事
◎次年度例会プログラムの訂正
南部ロータリーさんと早朝例会、７月３
１日火曜日です。
月曜日ではないので訂正をお願いします。
◎第５
３回インターアクト年次大会開催のご案内
日時：７月２
１日㈯，２２日㈰
２１日１
２：００〜受付 １
３：００〜開催
１９：０
０〜懇親会
場所：八戸シーガルビューホテル
◎２
０
１８−１９年度米山フォーラム開催のご案内
日時：７月１
４日㈯ １３：０
０〜受付 １
６：０
０終了
場所：ワラッセ多目的室⑵
会計決算報告

大入武志会員
皆さんのお手元に決算書が配布されているか
と思います。これを先ほど理事会で承認頂きまし
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いうお話がありまして、皆さんに確認して、そして進めて行き
たいと思っております。この活動は先生方も毎年継続したい
ということですし、継続するのであれば支援の方も継続する
ことになっていくと思います。そしてロータリーのＰＲと言いま
すか、広報の一躍にもなるのかなというふうに思っております。
先般、新旧の会長幹事会の時に八戸南ＲＣの次期会長の西
村さんにお話したら合同例会の時に少しＰＲさせてもらえる
だろうかということで、
非常に乗り気になっておりました。
共催か後援か、その辺も含めて皆さんから承認頂きたい
のですが、いかがなものでしょうか？共催金いくらという話は
まだですし、予算の出し方とかその辺の決定は理事会で決
めさせて頂くという形にしたいです。とりあえず支援をすると
いうことでよろしいですか？
（拍手）
ありがとうございます。

介することについては何かの活動をした時に新聞等に載っ
てもらえればいいなということがあると思うし、先ほどの皆さ
んからご賛同頂いたウルスラの活動等に関しても、広報に
なっているのかなと思って、ますますそういうことが盛んにな
れば私は作りやすくなると思ってございます。
研修小委員会
児玉禎之リーダー
この研修小委員会は２０１
１−１２年度の小山内年
度に設立された委員会だと思いますけれども、最
近新入会員も非常に多く参加が増えまして、色んな形で地
区研修会の参加も積極的に行われているんじゃないかと
思っています。ただロータリーの友を読んでという文面に関
してはほとんど読む機会がないという、個人的には読んでい
ると思いますけれども、もうちょっと課題があるなと考えてい
ます。ただ、奉仕プロジェクト委員会の方の米山だとかにつ
いての報告会があるということは、ロータリーの勉強会になる
んだなというふうに考えておりました。そういうことで、私とす
れば研修という形ではないですけれど、別な形で青少年の
留学生についての研修を色々させて頂いて、勉強になった
かなと、新入会員の方も是非そういうものに参加して頂けれ
ばなと考えています。
職業奉仕小委員会
大崎光明リーダー
当初の目的の一番目に掲げさせて頂いた職場
訪問例会の企画だったんですけれども、計画させ
ては頂いていたんですが、日程等が合わなかったり色々な
出来事がありまして、実現できなかったということをまず反省
しております。事前のスケジュール調整ですとか、そういった
ものを前広にきちんとやっていくことが大事だなということで
反省をいたしております。また卓話を通して会員の皆さんの
職業理解が進んだということは一定の良かった点だとは思
うんですけれども、職業奉仕の状況の相互理解の中からそ
れに繋がる具体的な活動を何かやりたいなと漠然的に考え
ていたんですけれども、その具体的提案が出来なかったと
いうことも反省点で、また次の委員会なりでご検討頂ければ
ありがたいなというふうに思いました。
国際奉仕小委員会
平野榮子リーダー
皆様のお陰でポリオ、米山奨学生の寄付をなん
とかクラブで立てた目標を達成することができま
した。本当にありがとうございます。また次年度も引き続きよ
ろしくお願いいたします。
ロータリー財団小委員会
小林弘文リーダー
ロータリー財団小委員会では以下の３点を重
点に計画、取り組みを行いました。１点目としては
ロータリー財団月間１
１月に基金推進委員長の源新育子会
員よりロータリー財団の使命、基金についての卓話を実施し、
相互理解を図りました。
もう１点としてはポリオプラスの寄付
金合計額目標額３０ドルに対して１３万１千円となりました。最
後に年次寄付合計額目標額１
００ドルに対して７５４０ドルとなり
ました。私は今年度ロータリー財団の資料を少しながら読み
まして、少しは理解が進んだ１年だったなと思っております。
皆様のご協力、大変ありがとうございました。
青少年奉仕小委員会
川﨑益美リーダー
お陰様でＲＩの長期青少年交換プログラムのグ
レニス・キャサリン・モルトンさん、昨年８月来日、
６月１
０日に帰国しました。児玉会員宅・豊川水宏さん宅・玉
川音葉さん宅・山内会員宅とスムーズにホストファミリーのリ
レーが出来て、本人も大満足して帰られたと思います。
派遣
している豊川水宏さんは７月に帰ってくる予定になっており
ます。非常に元気にやっているようです。インターアクトの翼
は１月３日〜７日、台湾に行って参りました。引率の先生が
いなかったため私も参加し、ウルスラ高校の生徒２名、小向
会員の子どもさんも参加されて、色々と向こうの高校生と親
睦して非常に良い機会だったと思います。インターアクト年
次大会が昨年は野辺地でありました。インターアクトのメン
バー３名とクラブから５名参加しました。今年は７月２
１日，
２
２日八戸シーガルビューホテルで開催されます。次年度８
月からイザベラ・カイマロニーという女性の方が来られます。
山内会員が最初のホストファミリーとなります。

知床会
源新和彦会員
今年の知床会の北海道遠征ですが、
２
６名分抑えておりま
したが、まだ後１ヶ月ありますが１１名しか集まっておりませ
ん。他のクラブの方でも結構ですし、北クラブの中のどなた
かでも結構です。
お声掛け頂きまして少しでも増やして頂け
れば幹事として助かります。締め切りは今月末とさせて頂き
ますので、
どうかお声掛けを頂きたいと思います。
委員会活動報告

久保隆明幹事
今日は口頭かもしれませんが、文書化したものを今月
末までに事務局に出して頂けるように、皆さんお願いい
たします。
クラブ組織小委員会
奥井義則リーダー
昨年度は会員増強２名、脱会者０と会員の協
力のお陰で達成できました。
当クラブの魅力の一
つ、親睦またコミュニケーションも非常に良くなって会員の
意識がこの４つのテストにもあります通り、会長幹事、会員
の皆様の一年間のご協力に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
クラブ運営小委員会
平野 薫リーダー
（代読 澤口忠彦会員）
計画に沿った年間プログラムで活動してきま
したが、内容のマンネリ化等によりクラブ運営を活発に出
来なかったと思います。またクラブ委員会組織が十分に機
能しているかどうか検証することも出来ず、反省しておりま
す。次年度はこれらのことを踏まえてクラブ運営が活発な
ものになるよう、お手伝いしていきたいと思っています。
親睦小委員会
大沼 衛リーダー
（代読 吉田悦子会員）
今年度の会長の方針である会員の親睦重視の
活動について計画書において、三項目挙げて活動してき
ました。
１．
夜間例会の充実（会場選定や料理等の工夫）
。
初めて屋
形船での例会を実施しました。料理などの工夫は制約さ
れた予算内で実行しなければいけないので、工夫が足り
なかったと思います。
２．知床会や北海道遠征への積極参加。知床会はクラブか
らの参加者も増え、良かったと思いますが、日程が重なり
実施できないこともありました。幹事の方々のご苦労をお
察し申し上げます。
北海道遠征は多くの方々に参加頂き、
大盛況でした。７月２
７日〜３
１日、源新和彦様に感謝申し
上げます。
３．松戸東ＲＣとの交流。
１
１月に実施されたものです。
例会は
家族例会で行われ、当クラブからも多数参加して頂き、
何名かの方々は家族で参加して頂きました。
また松戸東
ＲＣ様のご好意で素晴らしい夜間例会を開催できました。
翌日の親睦ゴルフコンペも大変盛況でした。改めて松戸
東ＲＣ様に感謝申し上げたいと思います。
情報広報小委員会
小田 正リーダー
会報はなんとか翌週には発行できるように頑
張ってやってきました。どうしても移動例会等にな
ると資料が足りなかったり遅れることもありました。それから
文章が長いのはどうしても縮めなきゃならないということで、
大分はしょって作らせてもらっていました。広報について一般
の方々に対して北ロータリー又はロータリーを案内する、紹
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（誤字脱字がございましたらご容赦ください）

