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　　　　　　　　だいぶ暑い日が続いており
　　　　　　　ますが、体調のほうは大丈夫
　　　　　　　でしょうか。東京オリンピッ
　　　　　　　クもだいぶ熱い戦いが続いて
　　　　　　　おりまして、昨日のサッカー
スペイン戦は非常に残念でした。今回のオリ
ンピックは特に若い世代の活躍が非常に印象
に残っています。オリンピック種目というこ
とを最近知ったばかりですがスケートボー
ド。男子は堀米雄斗選手22才、女子に至って
は西谷椛さんは13才で日本のオリンピック史
上最年少の金メダリストになりました。体操
も個人総合と鉄棒の二冠を取った橋本選手も
19才と非常に若い方が頑張ってくれているな
と思います。
　日本のメダルは金19、銀₆、銅11というこ
とで昨日までの合計で36個と非常に頑張って
います。残り₅日間、日本選手の頑張りに期
待したいと思っています。
　若い世代の方が熱いのは悪い方向で、新型
コロナウイルスも若い世代の方の感染が増え
ている。20代、30代を中心に非常に増えてい

ます。昨日の全国の感染者が12,000人を超え
て過去₂番目の多さ。沖縄で467人、福島県
114人と全国で₇つの県が過去最多の感染者
ということで非常に増えてきている状況です。
八戸でも先週小学校のクラスターが出ました
し、きのうは事業所のクラスターも発生して
いるようですので、皆さんも注意していただ
ければと思います。
　この後、来週後半からお盆に入ります。お
盆休みで帰省されてくる方、その方との接触
も出てくると思いますが、クラブとしてはそ
こまではできませんが、東京等の東北以外に
出張した方は10日間のルールを決めています。
そのルールには当たりませんが、帰省した方
との接触に十分注意して感染しないように距
離を取るなり、マスクをしての会話などで気
をつけていただきたいと思います。
　先ほど若い世代の話をしましたが、オリン
ピックも含めていろんなことで、いろんな方
面で若い人の活躍が出ています。コロナでは
若い人がいろんなところで飲みに出たりとい
うこともありますので、ぜひ周りの人にも大
人として注意を促すことも必要なのかと思い
ます。
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国際ロータリーのテーマ

奉仕をしよう みんなの人生を豊かにするために
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八戸ロータリークラブのテーマ

今できる親睦と奉仕を！
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８ 月 は　 会員増強・新クラブ推進月間です
第₃１₉₈回例会　　₂₀₂₁.₈.₄
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　　　　　　　〇ロータリーレートのお知ら
　　　　　　　せ　８月１日より　１ドル=
　　　　　　　110円
　　　　　　　〇地区事務所から、弘前東
　　　　　　　ロータリークラブの衛星クラ
ブとして「弘前東桜華ロータリー衛星クラ
ブ」が承認されましたとのお知らせが来てい
ます。₇月の時点会員数14人で承認されたそ
うです。弘前東クラブがスポンサーとなって
運営していくという報告を受けました。地区
としては新しいクラブの在り方としていい話
ではないかと思います。
〇地区ロータリー財団セミナーに参加しまし
た。去年の地区補助金等に関連した事業の報
告ということですが、築舘ノミニーも参加さ
れていますので、後の委員会で詳しく説明し
ていただきます。
〇₉月15日にガバナー公式訪問を控えていま
す。公式訪問の際にクラブ協議会を毎年開い
ていますが、そのためのリハーサルを含めた
当クラブサイドの第１回クラブ協議会を₉月
１日㈬例会終了後にコンパクトに行います。
お知らせがいきますが、各委員会委員長（副
委員長）に出席いただけるように調整を図っ
ていただき、なるべく多くの方に協議会に参
加いただき、₉月15日のガバナー公式訪問は
なるべく多くの会員の方に参加いただきたい
と思いますので、日程の調整をお願いいたし
ます。
〇Aテーブルが全員出席で、おめでとうござ
います。会長とも話して、連続の場合は何か
リンゴジュース以外のお祝いをと思いますが、
想定外ですので、きょうはまだリンゴジュー
スになります。

親睦会場委員会　　　　　　今　彰夫委員長
〇ニコニコボックスの報告
◦奥様誕生祝　地代所久恭さん
小井田和哉さん　赤澤会員増強委員長、よろ

　　　　　　　　しくお願いします。
橋本八右衛門さん　ようやく事務所にエアコ
　　　　　　　　　ンがつきました。社長室
　　　　　　　　　は今だに扇風機全開です。
佐々木泰宏・渡辺　孝　�
山村和芳・夏川戸　斉　�ニコニコデー
赤澤栄治・奈良全洋さん�

₇月31地区財団セミナー出席報告
築館智大さん

　　　　　　　　わたしは財団委員長ではな
　　　　　　　く、ノミニーとしてオブザー
　　　　　　　バー参加しました。₇月31日
　　　　　　　に地区ロータリー財団セミ
　　　　　　　ナー（Zoom開催）に全クラ
ブの会長または幹事が参加され、昨年の地区
補助金を使った社会奉仕活動の発表を行いま
した。
　アドバイザーの長嶺パストガバナーからは
昨年度から財団の仕組みが少し変わりました
ので、それに対する説明がありました。八戸
は昨年は八戸北ＲＣ、八戸西ＲＣと合同で地
区補助金を使い八食センター厨スタジアムに
駅ピアノ、空港ピアノ、街角ピアノならぬ
「夢ピアノ」を寄贈させていただきました。
地区補助金は最大だいたい20万円くらいが満
額だろうと思います。20万円でいろいろな活
動をするというとかなり限られてくると思い、
地区では初めてだろうと思いますが、もう
ちょっと大きな事業をするときにはクラブの
財政負担なしにということで、何クラブか合
同で１つの事業をやってみたらどうかという
実験的な奉仕活動として、昨年わたしが八戸
北クラブと八戸西クラブにお願いをして、も
し決まっていなければ一緒にやりませんかと
いうことで、₃クラブ合同で約55万円くらい
の予算をいただき、各クラブから₂～₃万円
を補助していただき60万円くらいでピアノを
寄贈したということになります。
　これからももしかして、もう少し大きい事
業を計画するのであれば、クラブ負担なしに
いろいろなクラブと連携をとりあって、大き
い事業をやるのも１つかなと思っています。

幹 事 報 告　 深澤　　隆 幹事

委　員　会　報　告
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₇月28日Cテーブル・職業奉仕委員会・M
テーブルIDM報告　　　　　福井哲郎さん
　　　　　　　　職業奉仕委員会とＣ・M
　　　　　　　テーブルのIDMについてご
　　　　　　　報告します。参加メンバーは
　　　　　　　小井田会長とＣテーブルから
　　　　　　　種市良意さん、鶴飼寿栄さん、
職業奉仕委員会から佐々木委員長と澤藤孝之
さん、福井の計₆名で₇月28日に開催しまし
た。最初なかなか飲み物が出てこないという
小さなハプニングがあったものの、お陰でそ
の間に職業奉仕委員会の活動方針、基本理念
などじっくりお話を聞くことができました。
　印象に残っている話は自分の仕事を天職と
思ってしっかり取り組むことが第一歩で、そ
れが結果として職業奉仕につながるという話、
最もよく奉仕する者が最も多く報われるとい
う考え方をお聞きし、奉仕の重要性というと
ころを実感しました。四つのテストは規制で
も規範でもなく、自己評価と反省のための基
準であるということを教えていただきました。
　そういったお話を伺いながら、これまでの
自身の行動を振り返ってみたりして、どう
だったかなということを考えるよいきっかけ
になったと考えています。先日いただいた四
つのテストの楯はけっこう見えない場所に置
いてあったのですが、改めて自分の机の脇に
置いて日々確認しながら行動しています。
　また以前からIDMはどういう意味なんだ
ろうと思っていましたが、Informal Discus-
sion Meetingの略で、意味としては新会員の
同化、会員間の親睦を深めたり、情報交換、
ロータリーの推進の目的で少人数で集まって
自由討論する非公式会合という意味合い。遅
ればせながらそういったIDMの意図を理解
して、実際にやってみて、楽しさ、意味を実
感しました。もっと早く積極的に参加してお
くべきだったと、今さらながらに後悔してい
るところです。わたしのように後で後悔しな
いように、新会員の皆さんにも感染対策を
しっかりやった上で積極的にIDMに参加し
ていただければということで、報告とさせて
いただきます。

正部家光彦副幹事：₈月は会員増強・新クラ
ブ推進月間です。本日は会員増強委員会の赤
澤委員長よりお話をいただきます。

赤澤栄治委員長
　　　　　　　　現在の会員数をご存じです
　　　　　　　か？61名です。30年間調べた
　　　　　　　ら、平成₂年度と₄年度の年
　　　　　　　度末は105名でしたが、今は
　　　　　　　だいたい₆割です。皆さんが
一人一人会員を入れてくれれば120名とここ
30年で最高になりますので、よろしくお願い
します。
　お手元にクラブの健康チェックをお配りし
ています。これには「健康を維持し、病気を
予防するには定期的な健康診断が欠かせませ
ん。これと同じようにクラブが地域社会に
とって大切な存在であり続けるためには、ク
ラブを定期的に診断して問題点を見つけ、そ
の対処法を探ることが極めて重要です。」と
あります。このクラブを健康にするために皆
さんと共に勉強して参りたいと思います。

健康チェックポイント１：クラブでの経験
　クラブで充実した時間を過ごしている会員
はおそらく退会を考えることはないでしょう。
会員に熱意があれば周りにもそれが伝わり、
クラブ全体の活気が高まります。大切なのは
例会や奉仕活動に参加するだけでなく、会員
が仲間との交流を楽しみ、ロータリーへの誇
りを抱くことです。
チェック項目　
□わたしたちのクラブでは例会を楽しみにし
　ている。
□例会の内容は興味深く意義があり、多様性
　に富んでいる。
□例会で会員やゲストを向かい入れる挨拶係
　がいる。
□例会はしっかりと企画運営されている。
□例会で会員が毎週違うテーブルに着き、違
　う会員と話せるようにしている。

会員増強委員会担当例会



□親友と呼べる仲間がいる。
□役員だけでなく、他の会員も地区や国際的
　ロータリー行事に参加している。
□ほとんどの会員がロータリーのポリオ撲滅
　活動とその進展について知っており、ロー
　タリーの一員として貢献していることに誇
　りを抱いている。
□会員はロータリー財団に寄付している。
□会員は自分が支援したいと望む活動や分野
　に寄付している。
□毎月会員や地元市民の貢献を称えたり、紹
　介している。
□ロータリーを通じて、海外とのネットワー
　クを築いている。
□常に新しいことに挑戦している。
　皆さん、どうでしょうか。ちなみに小井田
会長から聞きましたら、13問中₇問は合格、
あと半分はできていないということで、これ
からの努力が必要だとお聞きしています。

（中　略）
健康チェックポイント３：会員の増強
　健康的なクラブは変化しながら発展します。
会員の多様な考え方や経験は革新を促し、地
域のニーズを見極めるうえで欠かせないもの
です。会員の積極性を高めるにはクラブに対
して会員がどう感じているのかに配慮し、方
針や方向性を定める際に会員の声を取り入れ
ることが重要です。
□わたしたちのクラブでは過去１年間に会員
　が純増した。
□過去１年間に女性会員が純増した。
□過去１年間に40才未満の会員が純増した。
□まだ会員がいない職業分類の新会員を募る
　ことに力を注いでいる。
□ロータリー学友、元ローターアクター、元
　青少年交換学生、元平和フェロー、他のプ
　ログラムの元参加者との関係を維持してい
　る。
□ロータリー学友を積極的に勧誘している。
□最近退職した人を積極的に勧誘している。
□毎年少なくとも90％の会員を維持している。

□会員の少なくとも75％が奉仕プロジェクト
　に直接参加したり、リーダー的役割、その
　他のクラブの役割に係わっている。
□会員からの意見を集める方法を定めている。
□クラブに紹介された入会候補者情報を確認
　し、候補者に連絡する担当者を決めている。
□例会ゲストに自己紹介してもらい、またの
　出席を促している。
□新会員と既存会員の両方に対し、会員であ
　ることの根底を説明している。
□新会員へのオリエンテーションを実施し、
　クラブに参加できる機会を提供している。
□先輩会員が新会員とペアになって助言を提
　供する仕組みを取り入れている。
□職業や関心事について会員が例会で卓話を
　する機会を設けている。
　小井田会長は16問中₂問、あとはできてい
ないということで非常に厳しい採点結果に
なっています。こちらをぜひ改善していただ
きたいと思います。

（中　略）
　この資料の₅つのチェックポイントにもう
一度目を通して、自分たちにできていない
ことがあったら、次回の例会からこれを取
り入れて、魅力的な満足の高いロータリー
クラブの例会にしていただければと願って
います。

小井田和哉会長：赤澤委員長ありがとうござ
いました。昨日、電話をいただいて、健康
チェックをやってみましたが、このような使
われ方をするとは思っていませんでした。会
員増強という部分で2/16しかできていないと
思うこと、いろいろ読んでみると意外とでき
ていない部分が皆さんも多いと感じるのでは
と思います。こういう部分も含めて、今年は
赤澤会員増強委員長以下、皆さんで会員を増
やしていただければと思います。

正部家副幹事：きょうはオンライン参加で野
村證券の廣岡徹也さんありがとうございます。

― ₄ ―

【お断り】新型コロナウイルス感染の収束の見通しが立たない現状を考慮し、出席報告は当面の間、掲載を見送ります。


