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本日のプログラム

「黒島・佐藤丸出港記念夜間例会」

次週のプログラム 7月 31日 (火 )

「新会員卓話」佐藤 正明 会員

第2670回例会 2012年7月 10日 (火)天候 晴
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●例会日/毎週火曜日 12:30～ 13:30

●事務所/ニ チロビル4F TEL(0138)2338Ю  FAX(0138)22-2251
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■ロータリーソング 我等の生業
■司 会 黒島 一生 会長
■ビジター

函館RC 日F部 博久 氏、稲円 一之 氏

函館北RC 松橋 博 氏

函館五稜郭RC 高島 優二 氏

■会長報告
1、 理事会報告
①親睦活動委員会夜間例会について承認

②はこだて男女共同参画フォーラム後援について承認

③ガバナー公式訪間の例会時ネクタイ・スカーフの着用に
ついて承認
④ロータリー歴10・ 20・ 30・ 40年の会員記念品について表

彰規程含めて再検討する

⑤会員の推薦について承認

⑥その他 予算の修正について承認、

リング支援について再検討、奨学金

支給 日の確認

■委員会報告
1、 前年度例会運営委員会 :前年度

出席 100%会 員へ記念品をお渡 しい

たします。

■幹事報告
1、 会員の推薦がありました。異議申し立てのある会員は

書面にて理事会へ提出ください。
2、 次週例会は自主体会へ変更してお ります。
3、 20日 函館五稜郭 RC、 23日 函館亀円RC例会は夫々夜

間例会へ変更しております。

」「理事。役員・委員長就任挨拶」
■副会長 戸嶋 浩 会員

手続要覧のロータリー・クラブ細則第4条第4節 に「会長

不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において

議長を務め、そのほか通常その職に付随する任務を行うこ

とをもつて、副会長の任務とする。Jと あるので、この範
囲で会長の補佐に務め、会長の運営方針に沿つてその役目

を果たしたい。
■クラブ奉仕委員会 委員長 池垣 信一 会員

黒島会長よリクラブ奉仕委員会に長期計画委員会を併設

する方針にのっとり今年度よリクラブの長期計画の協議を

開始します。特にクラブリーダーシッププランに関する勉

強を中心にCLPの本質の理解に少しでもお役に立てれば

と考えています。
■職業奉仕委員会 委員長 宮崎 徳三郎 会員

今年度のRIテーマ「奉仕を通じて平和をJを踏まえ、

今年度も会員・非会員間わず企業訪間をし、職業奉仕につ

いて考えていきたいと思います。ご協力の程よろしくお願

北海道ブックシェア

い します。

■国際奉仕委員会 委員長 時田 茂 会員

今年度の黒島会長は取 り分け国際通で、7月 から12月 ま

での半年で企画立案 し後半で実行 しろとの事です。

そこで大日標 として、私たちに出来る範囲で 「あらゆる

国の人々の生活水準を高める為の活動Jを考えてみること

にいたしました。
1平和と紛争の予防/紛争解決 2疾病予防と治療 3水
と衛生設備 4母子の健康 5基本的教育と識字率向上

6経済と地域社会の発展

以上の1～ 6項 目の中の1つを委員会メンバーと協議 し実

践出来るよう努めて行きたいと思つてお りますので、どう

かご協力よろしくお願いいたします。

■社会奉仕委員会 委員長 佐藤 美子 会員

今年度の黒島会長のテーマ 「過去に学び 次 1趾代への継

承」を踏まえ、継続事業として函館市西桔梗グラウン ドの

植樹を考えてお ります。 これにより、ローターアク ト会員

との親睦を深めると共に、地域社会に連携 した本仕活動が

できると考えます。

又、当クラブは55周年になりますので、各委員会と協力

し、50周年 .・L念植樹 (亀 田中野町)の検証も考えてお りま

す。

会員各位のご参加 とご協力をよろしくお願いいたします。

■S A A  松山 茂 会員

黒島会長が唱えるクラブロ標に基づき、諸先輩の築かれ

た品位 と秩序はもちろんの事、 「和やかな楽しい雰囲気J

の会場作 りに務めたいと思ってお ります。

皆様、御協力よろしくお願い申し上げます。

■親睦活動委員会 委員長 安保 裕―郎 会員

今年度の親睦活動委員会は、会長方針や地区目標にもあ

るように、会員相互の親睦をモットーとして、件を脱いで、

ざっくばらんに話 し合い、和やかな楽 しい雰囲気に満々し

た特色ある活動をしていきたいと思います。

また、他クラブとも合同例会等を企画し、親睦と友情を

拡大 していきたいと思います。スポーツ大会 (ゴルフ・パ

ークゴルフ)を実施 したいと思つてお ります。 1年間よろ

しくお願いいたします。

■例会運営委員会 委員長 吉り 達也 会員

クラブ独 自のCLP導 入により、今年度2年 日の年 とな

ります。委員会としては魅力ある例会運営、そして出席率

の向上を図るため各委員会、会員皆様のご協力、ご支援を

お願いいたします。
1会長が運営方針でも述べてお りますが、各委員会による

例会担当を年2卜 1程度でお願いをいたします。

2例年のことですが、各委員会に月間を利用 していただく。

3例会を「戦略計画Jを立案するためにフォーラム等に利

用していただく。
4例会予定を立てるため各委員会との連携、把握。会員皆



過去に学び 次世代への継承

様による講師等の紹介。
5例会欠席者への対応。
6その他。
■広報 雑誌委員会 委員長 原 隆俊 会員

広報委員会は、ロータリーの歴史或いは活動等をIL間 に
PRす ることです。
①各委員会の本仕活動につきまして、積極的に報道機関に
PRしたいと思います。
②活動につきまして、できればロータリーの友に投稿 した
いと思います。

雑誌委員会は、ロータリーの友をいかに多くの会員に読
んでいただくかというのが日標であります。
①第一例会時に、ロータリーの友の中で、当地区或いは会
員にアピールできるような記事があれば、紹介 したいと思
います。

②4月 の雑誌月間について、例会にてスピーチを行いたい
と思います。
■クラブ会報 記録保存・ IC委員会

委員長 宮崎 裕之 会員
今年度はクラブHPが 8年ぶ りに刷新 されると問いてお

ります。
会長の方からはHPの管理運営はもちろんのこと、HP

のあり方や仕様についても検討頂きたいとの大変難 しい要
請があり、何 とか努力 してより良き物に仕上げて参 りたい

と考えてお ります。
会員の皆様からHPの管理運営についてのご意見を伺い

ながら進めて参 りたいと思ってお ります。
今年度も、クラブ会報、記録保存、 ICと 併設されてお

り、前年同様に例会写真を撮影 し、会報を良い物にしてい
こうと思ってお ります。
■会員拡大委員会 委員長 今井 義憲 会員

クラブの運営・発展の原点は、会員の拡大が常に重要な
テーマであります。

会員拡大委員会では、ここ数年会員数50名 の目標を掲げ
ご尽力 してお りますが、なかなか達成には至っておりませ
ん。
歴代会員拡大委員長に習い、会員の皆様のご紹介をお願

いし、また情報等のご提供を頂いて、会長の意向に沿える
よう会員拡大に努めて参 りたいと考えてお りますのでどう
ぞよろしくお願い申し上げます。
■職業分類 会員選考委員会
委員長 」ヽ野 孝良会員
職業分類委員会は、職業分類の原則を適用 し、充填、未

充填の職業分類表を作成 し、会員に周知 していただく。
会員選考委員会は、会員に推薦された人を個人的な面か

ら検討 して、その人格、職業上および社会的地位、ならび
に 般的な適格性の条件が満たされているかを調査、検討
の上、理事会に上程する。
■□―ターアク ト委員会 委員長 山谷 譲治 会員

本年度、会長テーマは 「過去に学び 次世代への継承 J

と設定されました。
ローターアク ト委員会に与えられたテーマは 「函館大学

RACと 当クラブ会員との交流例会の企画・実践、RAC
会員の拡大とOB・ oGの取 り扱いの協議Jであります。

ローターアク トの目的は青年男女が個々の能力の開発に

当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社会に
おける、物質的あるいは、社会的なニーズと取り組み、親
睦と本仕活動を通 じて全‖i界 の人々の間によりよい信頼関
係を推進する為の機会を提供することであります。

さらに本年度、2510地 区RA委員会が推奨するRYLA
(青少年指導者養成プログラム)への参加によリローター

アクターとしての意識をさらに向上できればと思つてお り
ます。

今年度のローターアク ト委員会は、他委員会と共に取 り
組みを模索し事業を推進 してまいりたいと思いますので、
よろしくご協力をお願い申し上げます。
■□―タリー情報 友好クラブ特別委員会

委員長 渡辺 友子 会員

長崎東、青森東ロータリークラブと友好クラブ締結をし
てお りますが、前年に青森と、前々年に長崎と継続調印を
してお りますので、今年度はございません。
又今のところは、訪間、来函の予定も有 りませんが、各

クラブと連絡を取 りながら友好の絆を深めてまいりたいと
考えております。

情報委員会では、人会歴の浅い方々を対象に、ロータリ
ー歴の長い先輩を囲んでお話を聞く、炉辺会議を1～ 2同計
画したいと思います。

例会でロータリーQ&A等 の学びをするなど、ロータリ
ー活動が楽 しくなるように情報を発信 してまいります。

■戸嶋  浩 会員

■時口  茂 会員

■五十嵐 稔 会員

■原  隆俊 会員

■池垣 信 一会員

■佐藤 美子 会員

■安保 裕 郎 会員
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■宮崎 裕之 会員

■宮崎徳二郎 会員
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■今井 義憲 会員
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■小野 孝良 会員
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■山谷 譲治会員
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■ニコニコボックス
黒島会長、佐藤真―幹事 親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。
小林会員 ごぶさたしてぉります。
南部会員 新会員です。今後ともよろしくお願いいたします。
堀会員、時田会員 親力活動委員会ガンバってください。
宮崎徳二郎会員 年度始めです。よろしくお願いいたします。

l●lフアインズやまや
山谷 譲治 会員

八幡町8-2 電話 43-3071

吉村会員 新年度よろしく。
■広告料
mリ ー ド不動産 グレースオブグリーン 渡辺友子会員
■出席報告

7月 10日 (火 )45名 中出席 30名 (免除1名 )

6月 26日 (火)8261%

安田ハウジングサービスl■l

安田 真也 会員
千歳町9-20 電話 26-2327


