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ロータリーは世界をつなぐ
国際ロータリー会長

例会での会話を増やそう

マーク・ダニエル・マローニー

９ 月 は

八戸ロータリー会長

佐々木

泰

宏

ロ ー タ リ ー の 友 月 間 で す

第₃１₂₂回 例 会
会 長 要 件

八戸ロータリーのテーマ

₂₀₁９.９.１８
行ったというドキュメント的な映画です。ど

佐々木泰宏 会長

れもひじょうに貴重で、好きな方はどれも動
画で観られます。

先週の日曜日に南グループゴルフコンペが
八戸カントリークラブで行われました。八戸

他にもwebサイトでは戦前のアニメ作品も

クラブから10数名の参加があり、参加したメ

何十本も入っています。興味ある方は見てい

ンバーの半分近くを占めるような勢いで、ガ

て飽きないサイトかと思います。国立映画

バナー補佐からもひじょうに感謝されました。

アーカイブで検索すればすぐトップに出てき

詳しくは後ほど報告があると思います。

ますので、ぜひご覧になっていただければと
思います。

参加された皆様、本当にありがとうござい
ました。来月22日には当クラブ単独のゴルフ

この国立映画アーカイブは東京京橋の近く

コンペも企画していますので、ぜひ多くの方

に立派な建物を保有していて、そこで今言っ

のご参加をお願いします。

たような映画を実際に上映したり、その他に
もいろいろ貴重な映画を毎月予定表を出して、

映画の保存や研究を行う国立映画アーカイ
ブという組織があるそうですが、ご存知で

いろいろな催しものをやっているそうです。

しょうか。そこで「映像で見る明治の日本」

わたしも今度東京に行く機会があったら寄っ

というwebサイトを開設して、明治時代に撮

てみたいと思っています。

影された邦画草創期の貴重なコレクションの
公開を始めたという記事を見て、さっそく

幹 事 報 告

ネットで見てみました。

橋本八右衛門 幹事

○皆様のテーブルに封筒が置かれています。

現存する最古の日本映画「紅葉狩り」など

これは九州北部豪雨災害支援募金です。

の₅作品が動画で観れます。紅葉狩りは歌舞
伎の演目ですが、その他に当時の大相撲の土

今は千葉の被害が大きくて印象が薄れてい

俵入り、「南極探検隊」は大隈重信邸での壮

るかと思いますが、募金にご協力をお願いし

行会から始まって、白瀬矗が南極観測船で

ます。テーブルマスターの方またはどなたか
― ₁ ―

が例会の最後に事務局までお持ちください。

風が吹き、言い訳のできないコンディション

○地区ロータリーPR事業のブドウ狩りをご

でした。遅いスタートでしたが、佐々木会長

案内していますが、本日が締切です。申し込

はすごい飛ばしてご本人もご満悦のご様子で

み人数は現在₈名です。

した。

八戸クラブが中心となって参加することと

結果はわがクラブがトップ₄を占め、優勝

して10名程度で募集していますので、お申し

は野村一雄さん、準優勝はわたし髙谷、₃位

込みがまだの方はよろしくお願いします。

は佐々木会長、紺野広さんは₄位。

これはロータリーのPR事業ですので、マ

わたしは久しぶりに準優勝でしたが、幹事

スコミ関係の会員の方々は取材等ご協力願え

さんがみんなに公平か？ということで優勝も

れば幸いです。

準優勝も₃位もすべて同じ賞品でした。

委

員

会

報

会員増強委員会Ⅱ

親睦・会場委員会

告

ワークショップ

永倉

小林幹夫会員増強委員長
浩委員

きょうはテーブルディスカッションパート

○ニコニコボックスの報告

Ⅱです。₈月21日に同じような形でやらせて

◦誕生祝

いただきました。きょうはメールボックスに

深澤

◦奥様誕生祝

隆さん
渡辺

佐々木泰宏さん

A₄の紙が入っていたかと思いますのでご覧

孝さん

ください。

南グループゴルフ会多数の

前回は八戸RCの将来像について会員数を

参加ありがとうございまし

中心としてテーブルの中で意見交換をしてい

た。
時季になってきました。

ただき、とても好評だというふうに聞いてい

酒の会の案内をさせてい

ます。不評だという話は一切聞いておりませ

ただきます。

んので、そのご好評にお答えする形で今回は

橋本八右衛門さん

紺野

広さん

第₂弾です。

ゴルフ、一足早いオリンピッ

テーマは八戸RCにおける法人会員あるい

クに参加。有難うございまし

は家族会員、女性会員の是非、この辺につい

会員増強は小林委員長の力に

てテーブルの中で意見交換をしていただけれ

かかっています。

ばと思います。

道尻誠助さん

た。

小林幹夫さん

この₃つのテーマのうち女性会員について

テーブルディスカッション宜

はご説明はいらないと思います。そもそもさ

しくお願いします。
赤澤栄治・石橋信雄・田部久貴

まざまな会員の形、クラブ運営の柔軟性につ

川村幸雄・永倉

仁

いて、国際ロータリーはクラブ運営について

大菅祥弘・山田慶次・奈良全洋

柔軟性を尊重している、柔軟的に対応して欲

夏川戸

しいということをまず言っています。

斉さん

浩・山本

ニコニコデー


その中でいままでのように個人会員だけで
南グループ親睦ゴルフコンペ参加報告

なく、法人会員、家族会員であるとか各クラ

髙谷勝義さん

ブ、クラブで決めてくれればという流れに

先ほど会長からもお話しがありました通り、

なっているというところです。
My Rotary からここに引っ張ってきました。

南グループ親睦ゴルフコンペは八戸カント
リークラブで開催され、28人の参加者のうち

クラブ運営の柔軟性について、「毎週の例会

八戸クラブは10数名とかなりのシェアを占め

への出席、朝食、昼食時の例会、従来の職業

ていました。

分類、高いコストなど以前からロータリーク
ラブで採用されてきた方法や要件はロータ

当日は雨模様ではなく、風も無く清々しい
― ₂ ―

い。」

リーに関心を寄せる人の入会を妨げる要因と

法人会員導入ガイドをクリックすると出て

なることがしばしばあります。

きます。

異なる考え方、背景、職業、専門分野、才

家族会員：

能、リソースを持つ人たちの入会参加を促す

「家族会員は配偶者全員やパートナー会員

には創造的な方法を取り入れることが大切と

と呼ばれることもあり、しばしば主要会員の

なります。

他に代わりとなる会員が１人以上いるという

新しいアプローチをとり入れることに関心

点で法人会員と似ています。」

があるクラブは標準ロータリークラブ定款で

先ほどの法人会員は例えばA社を法人会員

認められている限り、クラブ細則に独自の変

にすれば来るのは当然人です、会社は来れま

更を加えることができます。」
標準ロータリークラブ定款を守っている限

せん。A社の中のAさんが来ようとBさんが

りは各クラブで柔軟に決めていいですよとい

来ようとCさんが来ようといいです。これが

う形になっています。

法人会員のイメージです。

「変更を加えるかどうかの裁量はクラブに委

それもクラブの中で決めていいのです。そ

ねられているため、例会やその形式、出席要

の会社の中の誰でもいいと決めてもいいです

件、会員の種類について現行の方法を維持す

し、会社の中の長が来なければいけない、長

ることもできます。

の代理までは許すなどはクラブで自由に決め
てもいいという形になっています。

会員のニーズによりよく応えていくために
柔軟性をクラブに導入すべきかどうかを一度

「代わりとなる会員等は多くの場合、主要

クラブで話し合ってみることをお勧めしま

会員の子供に当たる成人や配偶者、パート

す。」

ナーとなります。家族会員の種類を設けてい

例会の回数、出席の要件、会員の種類など

るクラブでは通常入会を促進するため、代わ

なんでもかんでもクラブで決めてもいいです。

りとなる会員向けにより低い費用を設定して

クラブの定款にさえ書いてくれれば自由に

います。

やってもいいというスタンスになっています。

代わりとなる会員は主要会員の代わりに出

従って、法人会員、家族会員はクラブで決

席したり、家族会員となっている他の人と一

めれば、それはそれで導入してもいいという

緒に出席したりできます。代わりとなる会員

のが大前提となっています。

はクラブの決めた会員、家族会員の定義に

そもそも法人会員とはどういう会員ですか？

よってRI人頭分担金を支払う正会員となる

「会員が人である限り、クラブはどのような

こともできます。」

会員種類も追加できます。法人会員の場合も

最後に正会員となることもできますと書い

法人となるのは会員が務める企業ではなく、

てあることは、基本的には家族会員の場合は

会員本人でなければなりません。

準会員が前提なんです。準会員もクラブの裁
量で決めることが可能です。正会員はこうこ

この会員がRIの人頭分担金を支払う限
り、クラブの正式な会員数に含められ、会費

うこういうふうな定義のもとで正会員とする、

を支払う他の正会員と同じ権利と特典が与え

準会員はこういう定義で準会員にする。

られます。法人会員のためにクラブはRI人

準会員である限りはRIの正式な会員では

頭分担金以外の会費の納入、クラブ会費、地

ないので分担金を払わなくていい。クラブが

区会費、食事代などや出席要件、奉仕活動へ

運営できる分だけの会費を設定すればいい。

の参加について独自の方針を定めることがで

だから基本的には安く済むのではないです

きますが、クラブ細則を改正してこれらの方

か、という書き方になっています。
一応今回このテーマ、法人会員、家族会員、

針を反映させる必要があります。

女性会員について話し合うに当たって、そも

詳しくは法人会員導入ガイドをご覧くださ
― ₃ ―

そも定義、法人会員って何？家族会員って

ちは少なくとも１テーブル ₄ 人以上になる

何？ということを紹介するためにMy Rotary

ように一人ずつ入っていただきたいと思いま

から引っ張ってきました。

す。

基本的にはクラブで自由に決めてもいい、

テーマは ₃ つありますが、どのテーマで

導入するもしないもクラブ次第。クラブ次第

も構いません。20 分間１つのテーマでずっ

ということは皆さんの考えをある程度繁栄さ

と掘り下げてお話ししても構いませんし、₃

せながら、最後は八戸RCの理事役員会で決

つのテーマについて話されても構いません。

めていただくという流れになろうかと思いま

テーブル内で書記を決めていただきたいと思

す。

います。

当然、今から20分くらい皆さんでテーブル
の中でいろいろ話していただければと思いま

アンケート用紙を回収しましたので、少しだ

す。その中で今のままでということも当然選

けご紹介したいと思います。

択肢としてはありますし、もう少し柔軟性を

◦法人会員について
・会費の支払いを法人にすることで入会し

もって法人会員を設定した上で、あとは法人

やすくなるので賛成。

会員の出席する人の要件、１つの会社から誰
がきてもいいという形にするか、八戸支店長

・支店長クラスが出席するべきとするが、

という名が付く人にするか、あるいは代わり

支店長が変わるたびに承認をとらなくて

の人まで許す形にするなど。

もいいというメリットがある。
◦家族会員について

複数の人を許すといろいろな人に会えるこ

・世代交代で入会することはあるが、同時

とができるというメリットはあるかと思いま

に親子で入ることは少ない。

す。家族会員も自分の成年の子供を連れてく
る。自分が出られないときにお前が出ておい

・法人会員と同様に出席率が上ったりする

でということは可能だという形になろうかと

のでいいのでは。すぐにやってもいいの

思います。あくまでも私見ですが、こういう

では。
◦女性会員について

仕組みを導入することでさまざまなつながり

・アンケートをとってるテーブルもありま

ができるのではという気がします。

す。あり、ない、こだわらない

今からアンケート用紙をお配りします。

に₃つ

に分かれています。

きょうは前回に比べると多いので ₈ テーブ
ルでいきたいと思います。Mテーブルの方た
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