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委員会活動結果報告 

 

管理運営委員会：山本周平会長 

 

委員長が不在の中でしたので、委員会

も組織だった動きができず、理事会の

場で賄って管理運営委員会を代行して

やってきました。 

実際に管理運営委員会は委員会の要綱

によりますと、「この委員会はクラブ

の効果的な運営に関する活動、クラブ

内の親睦活動を実施する」というもの

です。 

活動としては、委員会というよりは三

浦さんの力をお借りして少しずつ活動

していた状態でした。 

親睦会にしても、公式なものも非公式

なものも、勝手に湧き上がってくるク

ラブですから、今年一年は委員会がな

いままに進んだという感じです。 

来年は私が委員長ということなので、

その時にまた方針をお話ししようと思

いますけれども、理事会の方でスケジ

ュールの管理などをしてまいります。 

 

 

 

 

会員増強委員会：菊池勲幹事 

今年度、増えたのは４名、退会１名で

す。ということで、３名増ということ

です。 

人数については１５名増という目標で、

その都度リストアップをしてやってま

いりましたが、なかなか会員増という

成果に結びつくには至らず、反省する

ところであります。 

今年振り返って気付いた点は、今回会

してくださった会員さんも、チャータ

ーナイト前に入ってくださった会員さ

んも、意外と多いのは、一人の知り合

いがいるから入るのではなく、２、３

人知り合いがいて入ってくるケースが

ものすごく多かったということです。 

今までは委員会の中だけで会員をどう

増やしていくかを考えてきましたが、

もっと会員みなさんの協力を得ながら、

色々な方面から声をかけれる人を探し

ていくのが良いのだと考えます。 

会員の中の多くの人から話を聞いて、

「このクラブ楽しそうだな」と思って

もらえる体制を来年度作っていくよう

にしたいと思います。 

そのリストアップをしたり、フォロー

体制を整えたりを委員で進めていきま

す。 
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また、入会してくださった方と、既存

の会員さんの親睦を深めたり、入会を

歓迎したりする機会をもっと積極的に

我々が作っていき、盛り上げていくこ

とが必要だと思います。 

来年はもっとアップルロータリーに入

りたいという人が増えるような、クラ

ブの魅力を高めるように活動していき

たいです。 

一年がかりで、クラブのパンフレット

も作っております。それを活用して、

みんながアップルの魅力をより伝えや

すくし、広めていくことも開始してい

きます。 

 

アカデミー委員会：田中裕介会員 

今年１年間でアカデミー委員会として

取り組んだことは３つあります。 

①週報の作成 

②例会プログラムの調整 

③ロータリー寺子屋の実施 

週報におきましては、その週の間に作

成してアップできました。 

例会プログラムに関しては、内部卓

話・外部卓話・Ｅ例会・Ｄ例会の日程

調整を行い、皆さんへ連絡いたしまし

た。 

寺子屋に関しては昨年の１２月２９日

に関場委員長が実施いたしました。 

各項目の反省点としましては、 

週報：一部の人間に負担が集中してし

まい、大変であった。次年度は会員の

皆様にもご協力を仰ぎたいと思います。 

例会プログラム：外部卓話に関しては、

今年度は関場委員長が外部卓話者を呼

んでいただいていましたが、来年度は

会員の周りにいる素敵な方をお呼びし

て、外部卓話ができればと思います。 

Ｅ例会については、一日だけ時間を決

めてやるのは参加するのが大変だとい

う意見があったことを考え、次年度は

もっと時間にゆとりを持たせ実施して

いき、より多くの会員が参加していけ

る体制を作ります。 

ロータリー寺子屋：昨年は１度だけで

したが、来年は３回を目標に実施して

いきます。 

もっと皆さんがロータリーの知識を深

め、親しみを持ってもらえるようなこ

とを実施していきたいです。 

奉仕プロジェクト委員会：三浦順子会

員 

社会奉仕、職業奉仕、世界社会奉仕、

青少年まで奉仕プロジェクト委員会と

して含まれています。 

実際、多くの会員がわからないままに

スタートしていたので、最初は周りが

どんなふうに動いているのかをみて、

全体で１つか２つ何かできたらいいと

いうスタンスで取り組んでいました。 

すごくよかったことは、４つの小委員

会が合同でやったクリスマス例会です。 

みなさんにご協力いただき、楽しくで

きました！ 

職業奉仕ですが、みなさんがお休みす

る時に、「職業奉仕でお休みします」

というロータリアンらしい言葉を使っ

て非常に好ましいことだと思います

（笑）吉田淑子会員の素晴らしい職業

奉仕のＤ例会もありましたし、何をす

るのかというよりも、まずは自分の意

識を高めるということが大事ですの、

何かしらのセミナーに出るなり、ロー
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タリーの友を読むなどして、意識を高

めてもらえるような委員会にしてもら

えればいいと思います。 

新世代に関しては、次年度青少年交換

留学を致します。ますます、国際的な

交流が増えてまいります。中学生・高

校生をお持ちのお父様お母様、是非米

山の交換留学制度を利用して、海外へ

行かせることを本気で考えて頂きたい

です。素晴らしく成長して戻ってきま

す。 

これからの時代を担う子供たちを自分

たちのこのクラブで育成していければ

いいと思います。 

 

小林伯裕さんが入会いたし

ました。 

 

職業分類は仏教です。 

今後ともよろしくお願いいたしま

す！！ 

 

 

 

山本智ガバナー補佐がい

らっしゃいました！！ 

 
軽快なトーク、さすがの一言でし

た！！またいらしてくださいね☆ 

お待ちしております。 

 

会長挨拶 山本周平 会長 

まずは、小林さんご入会ありがとうご

ざいます！！イケメントリオで頑張っ

ていきましょう(笑) 

本日は山本ガバナー補佐いらしていた

だきました。広島の世界平和フォーラ

ムに私は一人でいってきまして、普段

は菊池さんがいないと何もできないん

ですけれども、本当に山本ガバナー補

佐が引っ張っていただいて、本当に感

謝しているところです。 

なかなか他クラブの方と交流を持てな

かったんですが、山本さんが私を引き
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入れてくれまして、いい感じで飲みに

誘ってくれて、楽しくでき、色々な方

と仲良くなれました。 

もちろんアップルの特徴もアピールで

きましたし、これを機会に地域の交流

の場がある際にはパイプ役としてでき

たらいいと思います。 

先日も大鰐クラブにメークアップに行

ってきまして、非常に皆さま快く受け

入れてくださったので、また行ってこ

ようと思います。 

また、本日は委員会活動の報告会とい

うことでしたが、はっきり言いまして、

関場さん、三浦さんにおんぶに抱っこ

の一年だったなあと思います。 

私も何もわからない状態でしたが、そ

んな私たちに背中を見せてくれたのだ

と思いますので、次年度はいい組織に

してお二人を楽にしていきたいと思い

ます。 

もちろん、ほかの会員の皆さんも本当

にお忙しい中、各委員会、各活動を

100％以上行っていただき、本当に感謝

しております。 

ありがとうございます。 

６月ということで新しい年度に差し掛

かりバタバタしますが、いいエネルギ

ーで次年度に向けていきたいと思いま

す。 

ニコニコ報告 

山本周平会員：小林さん入会おめでと

うございます。イケメン親睦会（クラ

ブ）やります？（笑）ダイエットも小

林さん目指して頑張ります。今後とも

よろしくお願いします。 

三浦順子会員：山本ガバナ－補佐よう

こそ。1 年間お疲れ様でした。 

 坂本大輔会員：小林さん仲間入り大歓

迎します。肉食女子には気を付けて！ 

板澤雅人会員：サッカ－にしろ、テニ

スにしろ日本人の活躍は素晴らしいで

すね。本日は体調がいまひとつですの

で、例会でパワ－を頂きます。 

渡邊潔会員： 昨日まで高等学校定時制

通信制総合体育大会でした。生徒達は

一生懸命頑張っていました。 

小林伯裕会員：暑くなってきました。

体調を崩さないように頑張りましょう。

僕は先月崩しました。 

澁谷明広会員：なんとか無事にたけの

こ採りから帰ってきて、皆さんに会え

ることができました。また行きますけ

どね。 

岡本薫会員：小林さん、ご入会おめで

とうございます。山本ガバナ－補佐よ

うこそおいで下さいました。日が長く

なり、得した気分ですね。 

上田勝会員：遅ればせながら小林さん

ご入会を歓迎いたします。一緒に楽し

んで行きましょう。 

田中裕介会員：親不知抜きました。流

動食しか食べられずやせました。親不

知ダイエット成功！早く食べたいもの

を食べられる生活に戻りたい・・・。 

福澤稔会員：土曜日は委員会ご苦労様

でした。吉澤葉子会員にお見舞い申し

上げます。次年度へ向けて皆さん頑張

りましょう！ 
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木村由美会員：ガバナ－補佐山本様よ

うこそいらっしゃいました。ありがと

うございます。楽しい方なのですね。

そして何とイケメンなのですね。 

山田順子会員： 朝 8：40～のおはよう

講義と夕方のたそがれ講義の 2 つで疲

れました～～。まだ月曜日なのに、7

月末までは講義＆実習でバタバタです。

来週は京都（学会）に行ってきます。

英語で 20 分プレゼンしないと～！ 

宇野純子会員：日曜日に竹の子取りに

山へ行ったのですが、雪がまだ残って

いて断念しました。山菜を収穫して帰

りました。1000 円の入山料を支払楽し

んできました。 

 

出席報告 

第 50 回例会            

出席者数 14 名          

出席率 50％           

修正出席率 100％ 

 

【メークアップ】          

６月３日 

理事会、次年度委員会 会員８名 

６月４日 

大鰐ＲＣ 山本会長 

五所川原ＲＡＣ 田中会員 

６月８日 

奉仕プロジェクト委員会 会員５名 

 

■例会予定 

6 月 17 日（月）Ｅ例会 

6 月 24 日（月）委員会活動報告 

奉仕プロジェクト委員会、会長総括 

6 月 29 日（土）親睦バーベキュー 

■地区内外行事                                

10 月 5－6 日 地区大会（八戸市） 


