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会長要件

源会員

神山智子会長
今日初めて私の会長の姿を見る方もいるかと思いま
す。今年度どうぞよろしくお願い致します。
八戸北ＲＣを振り返って見ました。今年度の活動計
画書がこれから作成されるんですけども、私も改めて
チェックしながら振り返って見ました。北ＲＣの創立は
１９７０年６月２８日、当時ガバナーは三沢ロータリークラ
ブの黒田政文様。承認は１９７０年の９月１日、全国承認
の順位が１０２９番目というクラブでございました。現在、
正会員が今年度３８名でスタートしております。その中
で最年長７
８歳、奥井会員でしょうか。是非これから益々
お元気で活躍して頂ければと思います。最年少４
０歳、
久保会員でございます。これからも益々元気で頑張っ
て頂ければと思います。平均年齢が６１歳でスタートし
ております。
自分を振り返った時に、私の入会は平成１
６
年、丁度主人が亡くなってその後ご推薦頂いて入会と
いうことになっております。この１２年皆様に唯々くっつ
いてきて北ロータリーという居心地のいい場所に居さ
せて頂いて今年度この大役を仰せつかって、どうやっ
て行ったらいいのかと思ってスタートしている現在で
ございます。
今年度のテーマが「人類に奉仕するロータリー」
。
こ
の出来の悪い私、神山に奉仕するロータリー、北ロータ
リークラブということで、どうぞ今年度もよろしくお願い
したいと思います。
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幹事報告

司会：小林弘文副ＳＡＡ

八戸東ＲＣ

会報

幹事●山内 一晃

山内一晃幹事

◎米山奨学研修旅行のご案内
日時：８月２３日㈫～２４日㈬
場所：気仙沼陸前高田被災地等
締切：７月２９日㈮
研修費：ロータリアン、地区委員、カウンセラー
３
２，
０００円（一人部屋＋６,
０００円）
米山奨学生 無料
定員：３５名
◎八戸北ＲＣ地区補助金 決定額１,
５０６ドル
「マチニワ」にイベント用の椅子を寄贈
脚数 未定

親睦委員会報告

大石

源会員
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出席報告
本日の出席率
前々回（６／２８）の修正出席率
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クラブ運営について

神山智子会長
八戸北ＲＣの確認事項について皆様のお手元にレジ
メがあると思います。８項目ありまして、一つ目、出席し
てほしい行事。今年度、南グループの幹事クラブとし
て様々あります。
まずは７月２６日南グループ合同例会、
８月９日ガバナー公式訪問。出来る限りのご出席、ご
協力をお願いしたいと思います。続いて９月３
０日～１０
月１日地区大会、地区大会本会議及び懇親会、こちら
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は長嶺ガバナーですので会場が八戸となっておりま
す。多数の参加登録お願いしたいと思います。１
１月１４
日、中央ＲＣさんが幹事クラブとなって中央と北との合
同夜間例会が開催予定です。今年度ロータリー財団
１００周年ということもありまして、１００周年を祝う会をサ
ブタイトルに開催してみようかと中央さんと話を進め
ておりますので、ぜひご参加頂ければと思います。２
月１８日Ｉ
・Ｍ。
当クラブも幹事クラブとして全面的にバッ
クアップして成功させたいと思います。
二つ目、出席率の向上、メーク・アップについて。
新
会員さん向けのロータリー勉強会を設けたいと思いま
すので、その時にはご参加ください。
三つ目、会員増強について。今年度現在３
８名でス
タートしております。４０名を目標にあと二人、ミラクル
１２００を目指して増やしたいと思いますので、ご紹介頂
ければ神山と山内幹事とでお願いにあがることもある
と思いますので、
よろしくお願います。
四つ目、インターアクト
（中・高校生）、
ローターアクト
（１８～３０歳）関係行事。９月１０～１１日インターアクト年
次大会（星の森ロマントピア）、
１
１月２６日ローターアクト
年次大会（八戸グランドホテル）、１月５～８日イン
ターアクトの翼（台湾）、５月２７～２８日 ＲＹＬＡ（青森
市）、近くなりましたら出欠をとりたいと思います。
五つ目、
ロータリー財団およびニコニコボックスにつ
いて。
ロータリー財団へ一人１６０ドル、内ポリオ６
０ドルを
目標として掲げさせて頂いております。遅刻・早退は
５００～１０００円、誕生日・結婚記念日は２０００円、バッチの
０００円程度、と
忘れは５００～１
０００円、その他コメントは１
しておりますけれども、お気持ちでニコニコを入れて
頂ければと思います。
六つ目、米山奨学生の支援。米山奨学生をお呼びし
て２回程度、
１０月の米山月間に計画しております。
七つ目、
ＲＩ会長賞への挑戦。
ロータリークラブ・セン
トラルに目標を設定し、皆様のご協力を得たいと思い
ます。内容は地区要覧Ｐ３
２～３４の中にあるということで
す。後でレジメ等用意したいと思います。
その他。理事・役員会は第二例会日とします。
今まで
は第三例会日にしておりましたけれども、今年度は第
二の例会の日に例会終了後行いたいと思っています
ので理事役員の方参加よろしくお願いいたします。新
入会員の方々は各小委員会に関わるセミナー、勉強会
になるべく参加して頂いてロータリークラブという物へ
の理解を深めて頂ければと思います。各役職にある方
でやむを得ず行事を欠席する場合は、出来るだけサ
ブの方だとか代理の方を立てて頂ければ大変ありが
たいと思います。例会は大体２６，７名を想定して会場を
セッティングしております。欠席される場合は遅くとも
月曜日の昼までに事務局にご連絡を頂けると、経費の
削減に繋がりますので、大変ありがたいと思います。
以上、確認事項でございました。
また何か随時変更
等あれば皆様へお知らせしたいと思います。
続いて今年度、
クラブ戦略委員会を通常の小委員会
編成とは別に立ち上げさせて頂きます。
２０１６年度規定
審議会で変更される部分がございます。今年度は全て
変更していくことはまだ不可能かと思われますので、
次年度、小金平年度の時にスタートさせるべく、今年度
はその準備段階ということで動いて行きたいと思いま
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す。例えば入会金の廃止をどうするかとか、例会が最
低月２回だったり、それを各クラブでどうするかを各ク
ラブで決定してもいいということも細々とあるようでご
ざいます。このクラブ 戦略委員会を立ち上げるにあ
たって後日、委員長さん、サブリーダー等の委員会編
成をさせて頂きたいと思います。
Ｉ・Ｍについて
山内一晃幹事
先週、実行委員長が石橋さんに決まりました。各委
員と役割を石橋実行委員長からお願いすると思います
ので、快く引き受けて頂ければと思います。南グルー
プの合同夜間例会が終わったら早々に委員会を立ち
上げたいと思いますので、
よろしくお願い致します。

青少年交換委員会

川﨑益美会員
先日ウルスラの富永先生からメールがありまして、
行きたい生徒さんがいるんですけれども、北クラブで
はスポンサーとして出してくださるのでしょうか？とい
う問合せが私の所に来まして、山内幹事に電話したら
７月中には決定する方向でいたいということでした。
ただホストファミリーの件があるものですから、人物が
良く成績がいいだけじゃ駄目だということ、要は北クラ
ブでもホストファミリーを探すのは大変な状況なので、
いくら学校サイドで見つけると言ってもホストファミ
リーとしての環境が整っている様な家庭じゃないと
中々スポンサーとして出していく訳にはいかないと思
いますよというようなことの内容をメールしておきまし
た。それと派遣する前に派遣する場合は来ることにな
るから、手続き上は一家族だけでも、ホストする側では
３家族くらいは内定していないと難しいのではないか
ということを先生にメールしておきましたので、報告し
ておきます。

活動計画

小林弘文会員
親睦小委員会
大石 源リーダー
今年度は会長方針「ロータリー活動は楽しみながら
参加、そして、出来る事を出来るだけ！」
を実践できるよ
う計画します。
１．昨年度に引き続き、会長の予定を考
慮し、夜間例会は最終火曜日を中心に実施します。出
席率向上のため、皆様、予定を空けておいてください。
２．家族の方々も参加してみて楽しいなと感じて頂ける
ような夜間例会も実施します。
（クリスマス例会等々）
ロータリー財団小委員会
大入武志リーダー
財団の寄付は会務から自動的に１００％寄付という
ことで例年表彰されています。ポリオは６０ドルを目
標に会長方針に則って快いご寄付を頂ければと思い
ます。プラス米山奨学金もよろしくお願いします。
研修小委員会
久保隆明リーダー
例会を通じてロータリーの知識などをお伝えし、
ロータリーを知ればロータリーへの愛着も湧くと思いま
すので、そのようなプログラムを立案できればと思っ
ております。
また、特に新会員の方々に対しては、地区
行事や「ロータリーの友」
、他のクラブの活動を紹介し、
よりロータリーの理解が深まるような企画をしていき
たいと思います。
点鐘

