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　　　　　　　　本日の例会は趣を変えて、
　　　　　　　場所をグランドサンピアに変
　　　　　　　えてウナギを食べようという
　　　　　　　昼例会になりました。ウナギ
　　　　　　　例会は去年のちょうど今頃、
橋本昭一さんから「小林君、来年会長だから、
コロナ禍といえども例会を楽しくやりたいな、
ウナギの一つでも食べさせてくれないか。」
という話を受けまして、一年越しの実現にな
りました。このウナギを食べられるのも橋本
昭一さんのお陰です。ありがとうございます。
実はコロナということもあって、お持ち帰
りも考えましたが、その場で食べるのが一
番いいのではということで、今日のような

思っています。
　前原義一さんから先月退会届がありました。
その後、電話をして状況を伺いました。お元
気ですが、前原さんいわく急に90歳の老人に
なったとジョークを飛ばしながらも、なか
なか自宅から出ることもできず、というお
話しでした。ということで残念ですが退会
ということになりました。今度は社長の息
子さんにアプローチしながらと考えています。
　

　　　　　　　◦ロータリーレートのお知らせ
　　　　　　　₈月１日より、１ドル=133円
　　　　　　　◦₈月10日㈬は任意休会です。
　　　　　　　次の例会は17日㈬です。
　　　　　　　◦もし会員の皆さんが新型コ
ロナウイルスに感染した場合は、会長・幹事
あるいは事務局までご一報をお願いします。
例会の運営等にもかかわることですので、宜
しくお願いします。
◦地区事務所より、「2022−23年度地区大会
のご案内」が届いております。
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親睦・会場委員会　　　　　　増田　敏委員
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝　平戸昭彦さん
　　　　　　　◦奥様誕生祝　中村稔彦さん
　　　　　　　橋本八右衛門さん　₈月₈日
　　　　　　　にもと誇

ほこる

屋
や

の建物に直売所
オープンします。
岡崎孝文さん　今日のうな重は愛知県産活

かつ

う
　　　　　　　なぎを焼き上げました。
佐々木泰宏・夏川戸　斉�
　　　　　　　　　　　�ニコニコデー
渡辺　孝・奈良全洋さん�

７月30日㈯ 2022−23年度青少年交換学生募
集説明会報告

橋本八右衛門青少年奉仕委員長
　はっち₅階で開催。事前案内ではオンラ
インでも参加OKのアナウンスでしたが、
基本的に八戸南クラブから₂名、八戸クラブ
からわたし１人の少人数で説明会に参加しま
した。青少年交換委員長の六ケ所クラブの岡
山委員長と、ガバナー代理で五所川原クラブ
の花田ガバナーノミニーにご出席いただき、
₂時間を過ごしました。
　基本的には青少年交換プログラムについて
どのような形でやっていて、いざ交換留学生
をやるときにはこういうことをしてください、
という内容でした。My Rotaryからダウン
ロードできる青少年交換ハンドブックを元に、
一通り説明を受けてきました。
　地区とするとそれぞれのクラブとの情報共
有化をしっかりして、これからも積極的に
やっていくということです。特徴的だったの
は3.11大震災があったときにひじょうにその
後の連絡網が途絶えて、交換留学生と連絡が
取れなくなったことがあって、ロータリーと
しての危機管理等をしっかりやっていく言葉
がありました。
　わたしが興味をもって聞いていたのは、前
期も交換留学生のホストファミリーをどなた
にするかということで、クラブ内でもいろい
ろありました。要はロータリークラブの会員

だけでなく一般のご家庭でも受け入れられる
ということでしたので、ロータリアン以外ど
のつながりも常日頃から大事にし、そういう
ことに活用できればということでした。
　何にしても交換留学生を送り出す意義、そ
して受け入れる意義をしっかりと考えながら、
今度そういう機会があったときは青少年奉仕
委員会としては皆様にお伝えしながら進めて
いければと思っています。

₇月31日㈰ 水曜会ゴルフコンペ報告・表彰式
正部家淳司さん

　　　　　　　　　₇月31日に十和田カント
　　　　　　　　リークラブで第₂回水曜会
　　　　　　　　が開催されました。当日は
　　　　　　　　猛暑で熱中症で倒れる方が
　　　　　　　　いるのではと心配しました
　　　　　　　　が、何とか無事に回ること
　　　　　　　　ができました。
表彰式　プレゼンター佐々木泰宏水曜会会長
アトラクション　
　ニアピン賞　アウト₆番　久保浩視さん
　　　　　　　アウト₈番　佐々木泰宏さん
　　　　　　　イン12番　　増田　敏さん
　　　　　　　イン15番　　正部家淳司さん
　ウラコン賞　アウト₃番　佐々木泰宏さん
　　　　　　　アウト₉番　正部家淳司さん
　　　　　　　イン10番　　板　慎一さん
　　　　　　　イン17番　　松本剛典さん
　ブービーメーカー賞　　　奈良全洋さん
　ブービー賞　　　　　　　平戸昭彦さん
　15位飛び賞　　　　　　　渡辺　孝さん
　10位飛び賞　　　　　　　久保浩視さん
　₅位飛び賞　　　　　　　正部家淳司さん
　第₃位　　　　　　　　　妻神みほ子さん
　第₂位　　　　　　　　　永澤　信さん
　優　勝　　　　　　　　　松本剛典さん
　ベストグロス賞　　　　　松本剛典さん

松本剛典さんひとこと：当日は前半すごく調
子がよく、これはいいスコアで上がるのでは
と思ったのですが、後半ちょっと緊張してだ
んだんぶれはじめ、ダメになるかなと思った

委　員　会　報　告
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ら₃人一緒で、同じネットで何とかハンディ
キャップの差で優勝させてもらいました。今
度はだいぶハンディが減りますが、精進した
いと思います。
　
会員増強委員会担当例会：石橋信雄委員長
　ジェニファー・ジョーンズ会長は居心地の
良さ、コミュニケーション、入会に至るまで、
入会になってから、退会をどう防止するのか
という視点でお話をされていました。いろい
ろ感じていただければと思います。
　₈月は会員増強新クラブ推進月間です。
ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長のテー
マは「Imagine Rotary」。職業奉仕、社会奉
仕の理念を行動し、親睦、高潔性、多様性
をロータリアンがリーダーシップを強化す
る機会を作り、活動して参ります。ジェニ
ファー・ジョーンズＲＩ会長、地区そして小
林会長とそれぞれの会員増強に向ける考え方
を一度確認していただくような機会にしてい
ただきたいと思います。
　先ほど皆さんのテーブルに「会員情報をお
寄せください」という紙をお渡ししています。
こちらは後ほどご記入いただく時間をとりま
す。その際にアドバイス、ご意見を書く欄も
ありますので、そちらにご記入お願いします。
　田中常浩地区ガバナーのスローガンは
「ロータリアンの思いをつなぐ」です。2830
地区の最重点項目である退会防止と会員増強
を考え、実行しましょう。退会防止の決め手
は会員をクラブに必要と思わせること、居場
所を与えること、影響力のある人に推薦人に
なってもらい入会を促す、の₃点です。これ
はジェニファー・ジョーンズＲＩ会長ともつ
ながるものかと思います。
　₇月₈日にガバナー公式訪問がありました
が、先週地区クラブ拡大会員増強の今委員長
より八戸ロータリークラブへメッセージをい
ただきましたので、簡単にお伝えいたします。
会員基盤の発展ということで一つありました。
「地元の奉仕活動、ロータリー財団の支援、
将来のリーダー育成、活動熱心な会員を中心
に充実したクラブが築かれ、会員基盤を発展

させましょう。会員基盤を考えたときに大切
な要素は多様性です。クラブの会員構成は地
元の職業人口が文化的特徴を映し出していま
すが、多様な会員が集まっていればその多様
性に惹かれて入会希望者もおのずと増え、幅
広いスキルと経験が活動に活かされ、互いに
成長し合える環境ができると思います。クラ
ブがもつ多様性とそれぞれのクラブのオリジ
ナリティーの部分を大事にしてください。」
＊会員増強と勧誘：
　クラブ会長に対するメッセージは「自ら率
先して新会員の推薦をする。会員の積極的な
クラブ参加を促せるように各委員会の活動を
調整してあげる。」「入会への魅力を高める方
法を検討する。地元の職業や文化を反映した
会員構成を目指す。そして新会員の推薦者を
表彰し、会員後継者を表彰してあげましょ
う。」この部分に関してはクラブ会長、会員
一人一人が考えていくような内容、表彰とい
う部分もまた今後考えていきたいと思います。
「会員増強はクラブの財政や奉仕活動推進の
ために大きなプラスになり、奉仕活動上、プ
ロジェクトの数や規模にとって優位となり、
会員増強において奉仕の理念、クラブ活性
化、老壮青のバランスを保ち、推進しましょ
う。」会員増強はどうして大事なのかという
ことをまとめていただいています。
　田中ガバナーの公式訪問時に「『ミラクル
1200』という地区で1200名を超えましょう。
一人が一人に声がけ活動の継続を呼びかけて
いただき、ガバナー補佐、各クラブ会長、幹
事、クラブ増強委員長にガバナー補佐ご指
導の元、会員増強に賛同いただきたいと思
います。今2830地区は1,300人ちょっとです
が、1,200名実現ということで青森県の中で
努力しています。そしてコロナ禍の中、新し
い例会様式が必要かもしれません。奉仕、親
睦、例会を出席を大切に活動して参りましょ
う。」以上メッセージをご紹介しました。
　先般のガバナー公式訪問のクラブ協議会の
際にどちらのガバナー方が来られても、最近
は定番のように言われていますが、八戸クラ
ブへの女性会員の入会をお願いしたいとおっ



しゃっています。その部分に関しては今ＲＩ
会長が初めての女性会長ということもあり、
ロータリーの友₈月号は17日の例会でお手元
に渡るかと思いますが、その特集で「女性会
員を増やそう」が組まれています。
　また田中ガバナーの地区目標は会員基盤の
15％を女性会員にしましょうという目標が立
てられています。2830地区は今は10％ちょっ
とです。ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長
は30％を目標にと言われていますので、その
辺もあり、ぜひ八戸クラブもいかがですかと
いうことで、検討して欲しいというメッセー
ジです。
　わたしが考えることとしては、女性会員入
会に向けて会員全体での共有認識を高めてい
くこと。実際には八戸クラブにはいらっしゃ
らない状況ですが、だいぶ時代も変わってき
ましたし、青森県は女性社長がひじょうに多
い、日本一という部分もあり、より理事役員
を通して会員の皆さんといろいろ議論を深め
ていくことが大事だろうと思っています。
　小林幹夫会長は「ロータリーの力を信じよ
う」というストレートなメッセージをいただ
いています。これをもとにわれわれは頑張っ
ていきたいと思っています。小林会長より₂
点宿題をいただいています。来年度は築舘ガ
バナー輩出の年度です。メンバー全員で盛り
上げるためにもぜひとも純増₃人はお願いし
たい。最低₃名というお願いです。築館ガバ
ナーは本日はいらしていませんが、八戸に来
ないで他のクラブを訪問するなど見えないと
ころで一生懸命頑張っています。ぜひわれわ
れは留守の間、何とか盛り上げていくように
準備をどんどん進めていきたいと思っていま
す。そのためにクラブの体力を付けるために
も純増₃名以上の会員増強を頑張っていきた
いと思います。
　転勤のある企業には法人会の提案と退会者
を減らす活動をお願いしますという宿題をい
ただいています。これに対してはわれわれの
委員会としても純増₃名以上。それに向けて
会員全員で増強に対する機運を盛り上げてい
きたいと考えています。改めて入会候補者リ

ストを本日皆様からいただく情報をまとめて
リストを作りたいと思います。これは今年１
年に入会できればいいのですが、₂年₃年と
かけて拡大していくことも大事かと思います
ので、次年度会員増強委員会に引継ぎでき
るように整備していきたいと思います。ま
た理事役員の皆さんとも情報共有化して、
継続できるようにしたいと思います。また
法人会員の提案の上、退会防止に向けて会
員全体で共通認識を深めるよう委員会とし
て活動します。先ほどいった居心地の良さを
皆さんと考えながら進めていきたいと思って
います。
　ここ10年だけクラブの会員数を活動報告書
から拾った人数で調べました。震災後の2013
年67名、2014年65名、2015年67名でしたが、
その後63名、60名前後になり、現在60名で
す。増えたり減ったりを繰り返しながら徐々
に減っているというイメージです。約10％の
会員減です。
　会員の皆さまへのお願いですが、新会員候
補者をお知らせください。勧誘活動のお手伝
いをお願いします。われわれの委員会だけで
はとてもできることではありません。当然率
先してやらせていただきたいと思いますが、
ぜひメンバー一人一人で勧誘、お声がけをし
ていただきたいと思います。退会防止も踏ま
えて会員同士のコミュニケーションを大事に
して、居心地の良い場所へ、というふうに
思っています。また新会員のサポートもいろ
いろお願いしたいと思います。
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