
 

 - 4921 - 

第２８３０地区 青森北東ロータリークラブ会報 

K.R.“ラビ”ラビンドラン〈2015~2016 年度会長〉  
 

第 2830 地区ガバナー 鈴木唯司 

 

□会長：加藤 彰 □副会長：本間義悦 □幹事：寺田 誠 □広報：遠間善弘 

□例会日：毎週水曜日 PM12：30～PM13:30 □例会場：ホテル青森 □事務局：青森市堤町 1-1-23 ホテル青森内 ℡017-735-2060   

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう 

第 2429 回例会（2016.4.27） №40 

～ 花見例会並びに慰労会 恵比須屋 ～ 

 

●ＲＩのテーマ唱和 

●点  鐘 

●四つのテスト唱和  

●ロータリーソング 手に手つないで 

●ゲスト紹介 

小山内みなみ様（小山内扶美子会員ご令嬢） 

 

 

 

 

 

 

 

ファム フォン タインさん（米山奨学生） 

●ビジター紹介（敬称略・昼受付） 

 青森ＲＣ 和田洋子 蝦名春美 蝦名文昭 

 青森モーニングＲＣ 葛西義明 

●誕生日祝 

 

 

 

 

 

 

 

上野浩之会員（１９６１年４月２３日生） 

トムリンソン 美奈子 長谷川会員 

（１９６７年４月２３日生） 

 

 

 

 

 

 

 

三上 巽会員（１９４４年４月２４日生） 

●結婚記念日祝 

 

 

 

 

 

 

 

本間義悦会員（１９７７年４月２２日） 

●会長の時間・会務報告   

〇「地区協議会に参加しよう」の要約 

5月 15日の地区協議会への参加者が非常に 

少ないので、皆さん奮って参加して下さい。

次期の地区の活動方針を決める大事な協議会

ですので、次期の理事・委員長、入会して間

もない方は特に参加して下さい。 

24日、西第 1グループのインターシティミ

ーティングに参加して参りました。基調講演

は 2002～2003年度国際ロータリー会長ビチ

ャイ・ラタクル氏の「Back to Basics ロ
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ータリーの基本に返ろう」でした。ビチャイ・

ラタクル氏は、以前にも青森にいらっしゃっ

ています。その時も、「Back to Basics」の

お話をされています。ロータリー活動の本質

は寄付をするだけなく、「人のためになる、他

への思いやり、他の人への手助けをする、役

に立ちたい」と言う奉仕活動である事を強調

されていました。また、単なる慈善団体とし

て、企業を運営するような感覚で、寄付集め

や、会員増強に走る奉仕団体になってはなら

ないとも強調されていました。自らの職業を

大切にし、企業倫理を高めて、ロータリー 

本質である職業奉仕を実践していくことがロ

ータリーの心であり、精神であり、ロータリ

ーが長年にわたり我々を導いてきた職業奉

仕・クラブ奉仕・社会奉仕・国際奉仕の四大

奉仕の上に築き上げられてきた永遠の原理を

忘れてはならないと説かれていました。これ

らの奉仕活動を、さらにより良い奉仕活動に

する事が、ロータリーのイメージアップにも

繋がるのだろうと思いました。大変すばらし

い基調講演でした。 

2016年規定審議会制定案 16‐21「クラブ例

会と出席に柔軟性を求める件」毎月少なくと

も 2回例会を開催する事を追加して採択。

2016年規定審議会制定案 16‐36「会員身分に

柔軟性を認める件」職業分類制度の廃止につ

いては修正して提案され採択。2016年規定審

議会制定案 16‐38「会員身分の規定を変更す

る件」標準ロータリークラブ定款第 7条の会

員身分の制限を全て削除され、実質的に誰で

もロータリーに入会できることに採択。RIは

会員減少と資金の減収に危機感を抱いており、

改善策に力を入れています。それらに伴って

RIの組織規程も改正されています。我々もこ

れらの動きに注意を払いながら、ロータリー

の進むべき道を考えなければなりません。 

●幹事報告 

・理事会報告 

(１)５月のクラブの行事予定 

   ４日(水)祝日の為休会  

  １１日(水)通常例会 三ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ合同例会 

           ホスト：青森北東ＲＣ 

卓話：福田 豊様（ＪＡＬ日本航空 青森支店長）  

１８日(水)６月理事役員会 １１時半～  

ホテル青森 

１８日(水)通常例会 卓話：津島弘美様 

（青森笑いヨガ研究所 主宰） 

２５日(水)夜の例会 例会兼次期主体クラブ協議会  

１８時～ ホテル青森 

会費：３，０００円 

 (２)５月のクラブ以外の行事予定 

  １５日(日)地区研修・協議会 １０時半～  

八戸パークホテル 

       出席予定者：上野浩之次期副会長  

蒔苗亜希子次期幹事、 

鳴海孝仁会員 

(３)６月のクラブの行事予定 

   １日(水)休  会  

 ８日(水)通常例会 「ロータリーの友」紹介  

三上巽広報委員 

１５日(水)今年度・次年度合同理事役員会  

１１時半～ ホテル青森 

１５日(水)通常例会 卓話：未定 

２２日(水)通常例会 卓話：未定 

２９日(水)夜の例会 最終例会 １８時～ 

ホテル青森 会費:3,000円 

(４)青森県立盲学校より「後援会加入のお願い」 

について 

  加入する。 

(５)（公財）米山梅吉記念館より「賛助会ご入 

会のお願い」について 

各自に案内を出しているので個人で判断し

入会する。また 100円募金へ 3,600円募金

する。 

(６)ＩＣＵ国際基督教大学より「東ヶ崎潔記念 

ダイアログハウスへの募金のお願い」につ 

いて 

  3,000 円募金する。 

(７)熊本地震災害義援金の支援等について 

ガバナー事務所よりの依頼。災害義援金プ

ラス 50周年記念式典時の募金を合わせて
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計 50,000円募金する。 

 (８)三クラブ合同例会について 

卓話候補者は遠間会員の推薦で JAL青森支 

店長に依頼する。 

(９)会員増強の推進について 

50周年記念の節目として声掛けをし会員

増強を図りたい。(加藤会長) 

 (10)国際ロータリー世界大会参加者確認と 

2830地区との対応について 

最終参加者…加藤・寺田・小畑・藤川・ 

中村・上野 

(11)青森市緑化推進委員会より「緑の募金」協 

力のお願いについて 

  ＠100円×36名＝3,600円募金する。 

(12)その他 

・４月２９日(金)観桜会  

１７時～ 合浦公園 会費：３，０００円 

 雨天時・公園東口近くの出店【番外地】にて 

・50周年記念誌及び DVDは 5月下旬完成予定 

 記念式典の決算は連休明けで行う。 

 工藤徹也夫人の 30万円の寄付で青森北東 

ＲＣ旗を国際 RC 公式ロゴではなくいまま

でのロータリー旗で作成。また例会用名札

も新しくする。工藤徹也夫人には記念品等

を送ることを検討する。 

・金木ＲＣ創立５０周年記念式典・祝賀会開催 

のご案内 

６月１８日（土）１４時～ 金木公民館  

会費：５，０００円 締切り５月１４日 

・第２６回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大 

会開催のご案内（回覧）締切り５月２０日 

参加をご希望の方は事務局までお申し出くだ 

さい。 

・次回例会は５月１１日（水）通常例会、三ロ

ータリークラブ合同例会です。１２時半より

ホテル青森にて、ホストは青森北東ＲＣです。 

・ロータリーレートのお知らせ 

５月１日からは１ドル１１０円へ変更とな 

ります。（現行１ドル１１６円） 

・青森商業高校より「創立５０周年記念式典欠 

席のお詫びとＩＡＣ感謝状御礼」（回覧） 

 

・五所川原ＲＣより「西第一グループＩ.Ｍ出席

御礼」（回覧） 

●会員総数 ３６名 内免除申請会員３名 

●本日の出席率 ３３名中２５名 75.76％ 

●4月 16日確定率 ３４名中３４名 100.00％ 

●メークアップ      

 ４月２１日 高橋竹美（青森ＲＣ） 

 ４月２３日 荒川恭規 珍田 眞 遠藤洋子 

       加藤 彰 蒔苗亜希子 三上 巽 

       中村洋一 根井力夫 奥田正徳 

       小山内扶美子 小山 茂 小畑 敦 

       齊藤幸悦 鈴木慶勝 

（春のクリーン大作戦） 

 ４月２３日 加藤 彰 中村洋一 小山 茂 

（西第一グループＩ.Ｍ） 

 ４月２５日 三上 巽 村上秀一 相馬敏行 

（青森中央ＲＣ） 

●委員会報告  「西第一グループＩ.Ｍ」              

加藤 彰会長 

●花見例会並びに慰労会 
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いつも笑顔で  ニコニコＢＯＸ(敬称略) 

 

・本日の花見例会並びに慰労会楽しみましょう。

恵比須屋さん、お世話になります。 

・小山内みなみ様、ファム フォン タインさん 

ようこそいらっしゃいました。 

・上野浩之会員、トムリンソン美奈子長谷川会 

員、三上巽会員誕生日おめでとうございます。 

・本間義悦会員、結婚記念日おめでとうござい 

ます。 

・４月２３日（土）西第一グループＩ.Ｍ・春

のクリーン大作戦へ出席された方々、ご苦労

様でした。 

出席いただいた皆さんより頂きました 

・本日はお招き頂きありがとうございます。50

周年記念式典とても楽しかったです。貴重な

経験ありがとうございます。 小山内みなみ 

・４月２３日で５５歳となりました。1970年代 

 ではもう定年の会社が多かったようですが、

私はまだ働きたいと思います。  上野浩之 

・７２歳の誕生日祝いありがとうございます。 

三上 巽 

・結婚記念日が４月２０日だったか２２日だっ

たかであわや夫婦喧嘩になるところでした。 

本間義悦 

 


