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司会：小野晶子副ＳＡＡ

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

ガバナー　成田秀治様

ガバナー補佐　岩岡隆雄様

地区幹事長　澁谷省吾様

片野　潤会員

吉田会員スポンサー　吉田悦子会員
　吉田美登紀さんは青野正太郎さんが経営

されているｅＬ・パワー㈱の常務取締役を

されています。彼女とは青森県畜産・飼料コンビナー

ト振興協会で知り合いました。ｅＬ・パワーさんに

事務局がありまして事務局の仕事をされていまし

た。彼女は商工会議所の青年部でも役職につき活躍

していました。とても明るくて責任感が強く、頼り

がいのある女性です。皆様よろしくお願いいたしま

す。

●宣誓書朗読
吉田美登紀会員

●成田ガバナーよりバッジ伝達

●ご挨拶
吉田美登紀会員

　太陽光発電事業を行っておりますｅＬ・パワー株

式会社の吉田美登紀と申します。この度ご縁があり

まして入会させていただくこととなりました。どう

ぞよろしくお願いします。

田村隆直会員
　今回入会をさせていただき

まして、先ほど理事会に参加

させていただきましたけど

も、何だか難しい言葉がいっ

ぱい出てきて、これからいろいろと教えていただき

勉強していきたいと思いますのでどうぞよろしくお

願い致します。
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 誕生日祝い

 ゲストの紹介

 入会式
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	 小澤一雅会長
　本日は皆さん大変お疲れ様でした。10時

から会長幹事面談をさせていただきました。

成田ガバナーといろいろお話をさせていた

だいて、その中で私が一番うれしかったのが、今ま

で繋いできた八戸北ＲＣの伝統、様式、計画や報告

などの様式をお褒め頂きまして、素直に嬉しく感じ

たのと、これを継承していかなければならない責任

を感じました。今年の公式訪問は大変早い訪問とな

りました。早くて大変なところもあり余すが私は早

くて良かったと思っています。いよいよ私の年度が

スタートしたんだなと実感できました。先ほどは各

委員会リーダーのさらに具体性が増した計画を聞か

せていただいて、年度が始まったことを強く感じ、

ぜんまいを巻いていただいたような気がしました。

　まずは会員増強、退会者を減らす工夫を考えてい

きたいと思います。皆様から助言をいただきながら

進めて来たいと思います。奉仕と親睦、退会者がな

るべく出ないように、そのためにはどうすれば良い

かより一層考えて実践していきたと思っております。

　成田ガバナー、本日は本当にありがとうございま

した。

	 吉田悦子副幹事
◎�2021年７月静岡県熱海豪雨災害へのご支

援のお願い

◎�ロータリー奉仕デー地球環境保全プロ

ジェクト海岸清掃参加のご案内

　　　　　９月12日

◎2680地区ガバナーより小冊子送付（回覧）

	 中山恵美子会員

五所川原イヴニングＲＣ
成田秀治ガバナー：

澁谷省吾地区幹事長：今日は大変勉強になりま

した。今後もご指導の程お願い申し上げます。

八戸東ＲＣ
岩岡隆雄ガバナー補佐：

八戸北ＲＣ
北山輝夫会員：公式訪問歓迎。

源新和彦会員：成田ガバナー公式訪問、心より

歓迎致します。

源新育子会員：成田ガバナー、本日は宜しくお

願い致します。

奥寺良之会員：成田ガバナー、本日は宜しくお

願いします。

川﨑益美会員：成田ガバナー、心より歓迎いた

します。

平野榮子会員：成田様、今年一年間よろしくお

願い致します。

千葉清彦会員：成田ガバナーを歓迎いたします。

石橋十四男会員：成田ガバナー、岩岡ガバナー

補佐、ご苦労様です。

小金平育男会員：公式訪問ご苦労様です

小向龍悦会員：成田ガバナー、澁谷地区幹事長、

ようこそお出でくださいました。

佐々木則夫会員：成田ガバナー、宜しくお願い

致します。

大沼　衛会員：成田ガバナー、ようこそ。本日

はよろしくお願いします。

大入武志会員：成田ガバナー、岩岡ガバナー補

佐、ありがとうございます。

奥井義則会員：

小林弘文会員：一年間宜しくお願いします。

小田　正会員：成田ガバナー、岩岡ガバナー補

佐、今日はご苦労様です。

久保隆明会員：成田ガバナー、よろしくお願い

します。

神山智子会員：ガバナー、ガバナー補佐、地区

幹事長の皆様ようこそ。今日はよろしくお願

い致します。

中山恵美子会員：成田ガバナー、公式訪問あり

がとうございます。吉田美登紀さん、入会お

めでとうございます。

片野　潤会員：成田ガバナー、岩岡ガバナー補

佐、宜しくお願いします。

小野晶子会員：成田様、岩岡様、澁谷様、よう

こそ八戸北ＲＣへ！

田村隆直会員：ガバナー訪問、ご苦労様です。

　　本日の出席率� 77.5 ％　　

　　前々回の修正出席率� 61.54％　　

成田秀治ガバナー
　皆さんこんにちは。協議会

のほうよりも例会で皆さんの

真面目な顔を見るとちょっと

緊張してきました。卓話と

いっても大したものではあり

ません。ＲＩ会長の15～20分のビデオメッセージを

８分ぐらいにまとめた。それに対して私の一年間の

抱負を説明いたしまして、その後、地区大会等もろ

もろ皆様にお願いしたいと思っております。

　まずもって昨年度、源新ガバナー大変お疲れ様で

した。そして北クラブの皆様の力、団結力のある姿

を見せていただきました。次は私の番です。ぜひ、

その団結した力を私にも少し分けていただければと

思ってます。お疲れ様でした。

　それでは早速ですがＲＩ会長のメッセージをご覧

ください。

 ガバナー卓話

 出席報告

	

 親睦委員会
	ニコニコＢＯＸ

 幹事報告

 会長要件
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（ＲＩ会長ビデオメッセージ）

　シェカール・メータＲＩ会長のテーマ「奉仕しよ

う�みんなの人生を豊かにするために」。暗記しまし

たか？　ちょっと長いんですけどこれだけは暗記し

ていただければと思っております。私の「ロータリー

ライフを楽しもう」は簡単ですので、ＲＩ会長テー

マを覚えていただきたいと思います。

　先ほどのビデオの中で何を言いたかったか簡単に

まとめますと、「もっと行動し、もっと成長する」こ

れ一点です。もっと行動するとは、よりインパクト

のある奉仕プロジェクト、要は奉仕しましょうとい

うことです。もっと成長するとは、会員を増やすと

いうこと。そして、それが会員基盤を広げることに

なりますので、参加者をいっぱい集めて会員増強を

図りましょう。それには奉仕プロジェクト、奉仕が

大切なんですよ、ということです。

　何故そうしたか。過去17年間、世界で120万人の

ロータリーアンがおります。ただこれが17年間、全

然増えていません。ＲＩ会長は一年間かけて130万人

に増やそうということです。その為にはどうしたら

良いか。「Each�One,�Bring�One」だそうです。一人

が一人を入会させれば会員は増えるという発想で

す。ただこれはなかなか難しくて、ぜひ、一人が一

人を入会させることが出来れば一番いいのかなと思

うんですけど、それには先ほど言った奉仕活動があ

ります。

　国際ロータリーの中では大きく分けて３つの奉仕

があります。ロータリーデー、２月23日、ロータリー

の創立記念日。世界ポリオデー、10月24日、ポリオ

ワクチン開発者の誕生日。今新しく出来たのがロー

タリー奉仕デーです。ロータリー奉仕デーは、ロー

タリーの活動を世界に紹介する、より大きなインパ

クトをもたらすロータリーの重点分野、６つから７

つに増えた７つ目の重点分野「環境保全」に該当し

て、さらに家族、市町村を巻き込んだ参加型の奉仕

になります。

　私の目標です。公共イメージの向上、奉仕をして

報道機関に宣伝してもらう。テレビＣＭはもう放送

されています。公共イメージを上げて、退会防止と

会員増強。ひとりが一人に声を掛ける、声を掛けず

して入会はありません。声を掛けて入会してくれた

ら儲けものです。「ロータリー奉仕デー」・「世界ポリ

オデー」イベントの実施。新クラブの設立。ローター

アクトクラブの会員増強。デジタル化への対応。ロー

タリー賞への挑戦。財団寄付：年次基金�150�ドル・

ポリオプラス�30�ドル、米山記念奨学会寄付：特別

寄付１万円・普通寄付３千円。とにかく寄付ゼロク

ラブは無くしましょう。北クラブさんはクリアして

いるので熱海の義援金をぜひ検討していただきたい

と思います。

　ロータリー奉仕デー、９月12日、世界的にやりま

す。国内21地区で参加表明してます。当地区、鰺ケ

沢ＲＣ、むつＲＣはやることに決まりました。野辺

地ＲＣはインターアクトも一緒に計画しています。

太平洋側はまだ決まっていません。北クラブさんぜ

ひ参加してください。世界では27地区が手を挙げて

います。同じ日にやります。タイ、フィリピン、イ

ンド、ネパール、その他もろもろ。ネパールは海が

ありませんので山の掃除をするそうです。そのため

海岸美化プロジェクトから地球環境保全プロジェク

トに名前が変わりました。

　各事務局には参加方法のＵＲＬを送ってありま

す。詳しくはそちらをご覧ください。

　９月12日、同じ日にフォトコンテストを行います。

オールジャパン34地区の今年度ガバナーで行いま

す。環境保全をテーマとしたコンテストです。ロー

タリー奉仕デーに参加したすべての方、ロータリア

ンはもちろん、子供さん、ひとり一人が申し込めま

す。表彰対象は美しい自然環境です。世界遺産でも

保護区でも、自分が後世に残したい景色を写真に

とってＵＲＬから送ってください。９月12日、2820

地区の茨城県大洗で朝９時から選考してグランプリ

を決めます。グランプリは1,000ドル、11万円位で

す。インドやネパールの子供さんがとったら大金で

す。賞金総額3,000ドルは2820地区で準備していま

す。締め切りは８月31日です。

　地区大会は10月16,17日です。変更しません。ぜひ

ワクチンを全員打って懇親会に参加できればなとい

う思いで、変更は考えておりません。通常通り、前

日、会長幹事会及び地区指導者育成セミナー、ＲＩ

会長代理歓迎晩餐会です。ＲＩ会長代理は私が知っ

ている人をリクエストしました。交通費はＲＩで持

つことになりましたので遠くからでも交通費はかか

りません。次の日、本大会、一般公開します。古坂

大魔王を呼びました。アトラクション、りんご娘は

東京が優先なのでまだわかりませんが、ライスボー

ル、りんご娘の妹分は決定です。

　今年度の国際大会、ヒューストンです。ぜひ参加

してください。北山年度のシドニーへは北クラブさ

んはツアーを組んで行かれて、それに私が混じらせ

ていただいて行きました。今度は私に協力してくだ
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さい。６月４～８日です。開会式は５日です。開会

式に合わせてツアーを組んでいきたいと思います。

時差はマイナス14時間です。ぜひ参加いただければ

と思っております。

澁谷省吾地区幹事長
　今日こちらに来まして、すごいなと思っ

たのが伝統を重んじるクラブ、ここがうち

と随分違うところだと思いました。いろん

な面で、私もロータリーについて勉強不足なところ

が多々あるんですけど、島村年度、山崎年度に会計

長をやって、今回、地区幹事長ということで、本当

に右も左もわからない私に小向さんがいろいろ教え

てくれました。これも何かの縁だと思います。ぜひ

ともこの縁を大事にしていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願いします。今日はありがとう

ございました。

岩岡隆雄ガバナー補佐
　先日メーキャップさせていただいて、一

年よろしくお願いします、とご挨拶させて

いただいておりました。今日は公式訪問ということ

で成田ガバナーのアシスタントという立場です。今

日は北クラブの協議会に参加させていただいて、ク

ラブの独自性を勉強させていただきましたので、い

ろんな学びが出来るなと感じております。これをま

た他のクラブを訪問した時にヒントになるものがあ

れば、そこを共有しながら、南グループの活性化に

少しでもお役にたてればと考えておりますので、こ

れから一年間お世話になりたいと思います。本日は

ありがとうございました。

点鐘

（誤字脱字がございましたらご容赦ください）

 ご挨拶


