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12：30 ～　八戸プラザホテル

司会：神山智子副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　田中　常浩様　　　　

　　地区幹事長　藤野　芳孝様　　　　

青森ＲＣ　石川佳共子様（ロータリーの友地区代表委員）
八戸ＲＣ　築舘　智大様（ガバナーエレクト）

（食事）

	 佐々木悦郎会長

　田中ガバナー、藤野幹事長、ようこそい

らっしゃいました。ガバナーの予定を拝見

したところ、地区40クラブのうち２番目の

早さでご訪問してくださりありがとうございます。

　先ほど、会長幹事面談、クラブ協議会、無事に開

催させていただきました。その中で、ガバナーから

学んだことをしっかりと一年間、１ロータリアンと

して実践してまいりたいなと感じました。

　田中ガバナーの月信を拝見いたしました。６月の

後半にはもうすでに配信されており、前の月には

しっかりと月信をまとめる、その努力に非常に感銘

を受けました。お陰様で月の上旬から会長要件でガ

バナーのメッセージに触れさせていただくことがで

きます。本当にありがとうございます。

　ガバナーのスローガンの中で「中核的価値観」に

触れられております。コロナ禍でなかなか対面での

コミュニケーションは限られている中、本日は直接

お話をお伺いできる貴重な機会をいただきましたの

で、ガバナーのお話を聞いて、我々が持っている奉

仕のアイディアを始められるきっかけになればいい

なと思っております。

　また、10月１,２日は地区大会です。むつに行く

機会はあまりないと思いますので、ぜひ皆さんで

行って、二回りも大きいマグロの解体ショーを拝見

しながら、親不幸通りを練り歩きたいと思います。

その際はバスなどを用意したり、行きやすい方法を

考えて進めてまいりたいと思っております。ちなみ

にむつ市や薬研温泉などの紅葉の見頃は10月中旬と

いうことで、10月２日はちょっと早いかもしれませ

んけども大自然を満喫したいなと思っております。

　結びになりますが、以後の例会について２つほど

触れさせていただきます。

　１つ目は来週の南Ｇ合同夜間例会ですが、残念な

がらコロナ感染拡大のため延期になりました。かわ

りに昼の例会に切り替えさせていただきます。ただ

感染状況・対策によっては、お弁当持ち帰りスタイ

ルも考えて進めてまいりたいと思います。

　その次の週、８月２日は南部ＲＣとの合同早朝例

会となります。開始はいつもの通り朝６時30分でご

ざいます。残念ながら食事はできませんので、ラジ

オ体操を終え、会長としてのご挨拶をそれぞれ述べ

た後はお弁当を持ち帰り解散となります。

　どうかご参加の方よろしくお願いします。
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	 吉田悦子幹事

◎�青少年交換委員長よりスポンサークラブ

決定のお知らせ

　交換学生　クスキヨウコウさん（八戸北高）

　　　　　スポンサークラブ　弘前ＲＣ

◎八戸南ＲＣよりメーク・アップ受付再開のお知らせ

　（７月７日から）

	 中山恵美子会員

田中常浩ガバナー：

藤�野芳孝地区幹事長：藤野です。よろし

くお願いします！

石川佳共子様：ロータリーの友代表として１年

お世話になります。

八戸北ＲＣ
佐々木悦郎会長：田中Ｇ、本日はお越しいただ

き、ありがとうございます。よろしくお願い

致します。

源新和彦会員：田中ガバナーの公式訪問を歓迎

致します。

源新育子会員：田中ガバナー、本日は宜しくお

願い致します。

千葉清彦会員：田中ガバナーを歓迎いたします。

石橋十四男会員：田中ガバナー、藤野地区幹事

長、今日はご苦労様です。

澤口忠彦会員：田中ガバナー、ご苦労様です。

川﨑益美会員：ガバナー、心より歓迎します。

大入武志会員：田中ガバナー、本日はよろしく

お願いします。

佐々木則夫会員：田中ガバナー、本日は宜しく

お願い致します。

小林弘文会員：今年１年宜しくお願いします。

小田　正会員：田中ガバナー、ご苦労様です。

藤野地区幹事長、今日は宜しくお願い致します。

神山智子会員：田中ガバナー、本日はよろしく

お願いいたします。

中山恵美子会員：田中ガバナー、藤野地区幹事

長、本日はよろしくお願いいたします。

山内一晃会員：田中ガバナー、本日はよろしく

お願い致します。

類家　順会員：田中ガバナー、本日はよろしく

お願いします。

田村隆直会員：田中ガバナー、本日はよろしく

お願いします。

吉田美登紀会員：田中ガバナー、本日はよろし

くお願いします。

ポリオプラス
小金平育男会員：田中ガバナー、ようこそ。

田村隆直会員

本日の出席率� 66.7％

前々回（７／５）の修正出席率� 76.3％

築舘智大ガバナーエレクト

　皆さんこんにちは。特別ないです。が、

皆さんの顔を拝見したくて来ました。田中

ガバナーに言えないようなことも私に言え

るんじゃないかなと思いまして、ぜひ言えないよう

なことは、私に言っていただければ色々考えますの

でよろしくお願いします。

石川佳共子ロータリーの友地区代表委員

　皆さんにお伝えしたことがあってガバ

ナーについて歩いていました。

　紙で読むのも良いんですが、ロータリーの友ホー

ムページはもっと使いやすく色んなデータが見れる

ようになっていますので、ぜひ立ち上げて見ていた

だきたいと思います。電子版は７月末で終了し、新

たに電子版アーカイブが出来ました。電子版アーカ

イブをクリックするとＩＤとパスワードを入力しま

す。ＩＤとパスワードはそれぞれのクラブの友の請

求書に記載されています。開くと今まで発行された

ロータリーの友が１号からすべて見れます。読むだ

けでなく検索もできます。ぜひ活用していただきた

いと思います。

	 田中常浩ガバナー

（ビデオメッセージ視聴）

　ＲＩ会長のメッセージを活字にしてみました。

　入会直後から新会員のニーズと期待を理解するこ

とに力を注いでください。クラブに参加したいと願

 出席報告

 親睦委員会　

��
ニコニコＢＯＸ  ご挨拶

 「ロータリーの友」について

 ガバナー卓話

 幹事報告
��
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う全ての人が、同じぬくもりと帰属意識を感じられ

るようにすること。会員にとって心地よさと配慮が

必要で満足度を高めることが何よりも大切。これこ

そがクラブへ積極的参加をうながす最強の手段だ。

会員には聞くことから始まり、なぜ入会したいのか

を理解し、何を求めているのかを知る必要がある。

ロータリーに何を求めているのかを知る必要がある。

　ロータリー会員になることで、地域社会や世界に

どのような影響を与えたいと願っているか。強いク

ラブを築くためには、会員のニーズと期待に応えら

れるように力を注ぐべきである。期待が満たされて

いるかどうか、常にチェックし、会員がロータリー

の体験からもっと多くのことを得られるように、何

をしてあげられるかを考える必要がある。会員との

接点を持つことで、私たちが耳を傾け、会員の心地

よさと満足度を大切にしていることを知ってもら

う。会員がなぜ退会するのか、調査するのは大事だ

が、退会を決めた後では遅いので、調査は早めに実

施する事。

　会員や新会員へ調査も取り入れて何を求めている

のかをたずね、その夢を叶えるお手伝いや行動を起

こす。新しい考え方、知識、活力を持つ会員と共に

私たちがもたらされるインパクトをクラブで、会員

への心地よさと配慮を提供するうえで大切なこと、

それはコミュニケーションです。

　会員に一連のメッセージを直接お届けすること

が、ロータリーを知ってもらい、退会防止にもつな

がる。

　ということをビデオでお話しておりました。

　ビデオにはなかったのですが、協議会でジェニ

ファー・ジョーンズＲＩ会長は、ＤＥＩという言葉

をすごく使われておりました。そして女性会員30％

を目指してくださいと。北クラブは30％近くあるそ

うですね、素晴らしいなという思いでおります。な

ぜそのぐらい女性会員が多いのか、その辺を調査し

ながら、地区の方でもいろんな参考にさせていただ

きたいです。

　ＤＥＩ＝多様性、公平さ、インクルージョン（開

放性）。どのくらいの時間をロータリーに使えるの

か。年齢差、職業、ロータリー経験の違いもある。

そしてどんなテーマの奉仕活動に興味があるのか。

世界社会奉仕、日本国内、本当に身近な地域社会な

のか。そして最近は行動派か理論派ということで、

仲間と共に行動する人と、書物やネットで調べる、

一人で調べる、そういう人が結構いるのかなと。そ

してこの多様性には職業、年齢、性別、ロータリー

歴の違い、そういうものもあるのかなと。

　そしてＤＥＩをどうとらえて実践するのか。多様

性ですね。高潔性を重んじる、他者を思いやる、同

じビジョンを持ち奉仕の心で結ばれる。公平さ、意

見を言える、役割がある、必要な情報を得られる。

インクルージョン、迎え入れて仲間になる。という

風にとらえました。

　そしてインクルーシブなクラブの実現。日本では

多様な会員構成になっているのか、年代別を考えて

も同じ仲間になっているのか、求めていることの違

いはどうなのか、もし違いがあるのなら同じ考え同

士での新クラブ結成というのも可能ではないか、と

いうようなことも言ってる人がいます。インクルー

シブなクラブ作りは相手の心の中をイマジンするこ

とから始まります。相手のことを想像しながらス

タートするということでしょう。

　そして私は、地区スローガンとして「ロータリア

ンの想いを繋ぐ」。先ほど佐々木会長も言いました

が、中核的価値観を大事にしながら本当に職業奉仕、

社会奉仕、親睦を大事にしたいなと。私が入会した

時の事を思うと、やはり職業奉仕、社会奉仕、親睦、

これが一番だったような気がしたので、そういう思

いをつないでいきたいなと思っております。

　１つ目として、退会防止と会員増強。ＲＩ会長は

30％を掲げましたけども、当地区は15％を目指して

いきたい、と。

　そして、新クラブ結成。同じ考え同士の新クラブ

でもいいでしょうし、衛星クラブ、ローターアクト

クラブ。

　こういうコロナ禍では必要であろうデジタル化の

推進。

　そしてやはり各クラブの将来像を打ち立てなけれ

ばいけないのかな、と。２年後３年後どうなってい

るのか。

　そしてアクトの翼復活。これはもう台湾の情勢、

日本の情勢どうなっているかわかりませんけれど

も、まず復活させたいなという思いでおります。い

ま日本にいる台湾の大使が米山奨学生学友でありま

す。日本語ペラペラだということを聞いております
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ので、代議士を通じて一度お会いできればなと思っ

ております。

　公共イメージ向上。今月末ですけどもオンライン

で研修もあります。その辺で公共イメージをどのよ

うな形でロータリーのイメージを向上させればいい

のかということも少しずつ行っていきたい。

　そしてロータリー賞への挑戦。クラブを活性化さ

せるには何かしら一つの目標が必要かなと思ってお

ります。ロータリー賞への挑戦、これをぜひお願い

します。

　そしてロータリー財団、自動定額定期寄付という

のをやっております。月500円でも1000円でもやっ

てもらえればいいのかな。

　そして米山記念奨学委員会の寄付、毎年やってい

ます。言われてます。30ドルとか。

　そして自分のクラブの特徴というのはどうなの

か。奉仕活動を重視してるクラブなのか、会員同士

の親睦を重視してるクラブなのか、ロータリーファ

ミリーを重視してるクラブなのか、米山財団に力を

入れているクラブなのか、出席優秀クラブを目指す

クラブなのか、地区に多くの会員を出しているクラ

ブなのか、青少年委員会を重視するクラブなのか、

職業社会奉仕を重視しているクラブなのか。これを

全部やれれば最高にいいでしょうけれども、でも全

部は無理だとしても、ぜひ自分のクラブの特徴とい

うのは確認しながら、どういう方向で将来像を打ち

立てるのか、というのはやったほうがいいのかなと

思っております。

　そしてクラブに必要なものは何か、一つ一つ

チェックしたほうがいいのかなと思っております。

　最後に本当に会員の満足度、クラブの健康チェッ

ク。源新ホストガバナーが多分お持ちだと思います

が、ＲＬＩの時にやったクラブの満足度、そして健

康チェックという項目があります。そうすることに

よって自分のクラブがどういうクラブかというのを

確認することができますので、できれば会員全員に

この満足度、健康チェックをやっていただければな

と思います。

　本日は時間となりましたので、これで終了したい

と思います。どうも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）


