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Weekly Bulletin 

2017.07.12（水）  第200回例会  
 

 開  会  
 ソング       「それでこそロータリー」    
 ４つのテスト    福澤  稔  会員  
 ゲスト紹介      無し  
 握手タイム  
 アピールタイム  
 幹事報告  
 委員会報告     無し  
 プログラム   クラブ協議会  
          「会長方針・委員会方針について」    
 閉  会  
 例会終了後、理事会  
 

幹事報告  

 6月30日に新旧会長・幹事会が開催され、福澤前年度ガバ
ナー補佐、前年度会長幹事の上田・小林、今年度会長・幹事
の木村・澁谷の5名で出席しました。 
 その後報告です。↗ 

アピールタイム  

・宇野  純子  会員  
 信頼している友人からのメールがチェーンメールでし
た。大変お騒がせしました。  
 8月7日、陸前高田の七夕祭りのホテルを既に予約し
てあります。参加される方はご連絡下さい。  
 
・三上  洋一郎  会員  
 8月に入院するために病院へ行きました。胃カメラ・エ
コー検査などたくさんの検査を受けてきました。1 9日の
ガバナー公式訪問の日も検査が入る予定です。  
 このところ暑い日が続いており、当社のスタッフも1名
熱中症でダウンしました。  
 
・澁谷  明広  会員  
 私事ですが8月2日からハワイに行ってきます。  
 それとこの急激な暑さのせいでエアコンが非常に売れ
ています。今のところは在庫もあるようですが、今後先
日の九州の豪雨の仮設住宅等が設置されれば物が九
州へ行ってしまうようです。ご入用の方はお早めに。  
 
・三浦  順子  会員  
 我が家も8月1日からデンマークに行ってきます。  

１．ねぷた奨励賞について 

 小型ねぷたに対して「弘前アップルロータリークラブ奨励賞」と
いう形で1万3千円協賛することになりました。 
 
２．カルチュアロードについて 
 例年、弘前RC・弘前東RC・弘前西Rが横並びで出店しており、
当クラブだけが単独での出店となっていましたが、今年度は4ク
ラブ揃って出店するという方向で調整することになりました。 
 
３．青少年交換留学の積立金について 
 毎年、各クラブから3000円×会員数の積立を行ってきました

が、積立金額が貯まってきたこともあり、今年度は積立を行わな
いことになりました。 

クラブ協議会    
    「会長方針・委員会方針について」  

 例会に引き続き開催されたクラブ協議会において2017
－2018年度の会長方針・委員会方針についての発表が
行われました。  

・会長方針   
    （木村由美会長）  
 
１．会員増強    
       女性１名   男性１名  
２．長期戦略委員会の設置  
３．趣味クラブ設置  
４．陸前高田RCとの友好クラ  
  ブの締結  
５．寄付目標  

      ロータリー財団    一人：120＄  
      米山奨学金      一人：20 .000円  
      ポリオ寄付       一人：   30＄  

・管理運営委員会  
    （三上洋一郎委員長）  
 
 １．例会会場の確保と手配  
 ２．会員相互の親睦の提案、   
   実施計画の立案  
 ３．今年度設置する趣味クラ  
   ブ運営の援助  
 ４．出席記録、MU報告の管  
   理  
 ５．その他各種のイベント、プ  
   ログラムの協力と支援  
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・会員増強委員会   （阿保悟史委員長）  
  
 無理せず実践し、「人の喜び」が「自分の喜び」にも成
る様な活動をして会員増強に努める。  
 
 
・アカデミー委員会   （小林伯裕委員長）  
 
１．例会プログラムを検討し、クラブのニーズに合った卓  
  話や協議会の設定を行う。  
２．例会の記録である週報を作成する。  
３．E例会の在り方や方法の検討・実施、またS NS等をよ  
  り活用したクラブの情報発信を行う。  
４．新入会員のオリエンテーションに必要な情報を検討、  
  また、MY RO TARYやロータリーの友、または他クラ  
  ブの情報などからクラブに必要な情報を収集し、会  
  員に発信する。  

・青少年奉仕委員会  
    （三浦順子委員長）  
 
１．インターアクト立  上げ  
２．ローターアクトクラブを始  
  め、もっと活躍する場を  
  求める青少年のネット  
  ワーク作り  

・奉仕プロジェクト委員会  
   （八木橋宣之委員長）  
 
１．地域社会に密着した  
  活動を重点的に行い、  
  他ロータリークラブや  
  様々な団体と共に連  
  携し奉仕活動を行う。  

２．職業奉仕・社会奉仕・世界社会奉仕、三つの小委  
  員会の意義を再確認し、理解を深めながら、一人で  
  も多くの方が奉仕活動に参加出来るよう実践する。  
３．次世代の方へ奉仕活動への必要性とロータリーク  
  ラブの素晴らしさを理解してもらえるようなプロジェ  
  クトの実現。  

その他のトピックス 

 前年度会長・幹事から、今年度会長・幹事へとロータ
リーバッジの交換が行われました。  

 澁谷幹事が新たにポール・ハリス・フェローとして認
証されました。  

ROTARY豆知識   四つのテスト ① 
 

四つのテスト／THE 4-WAY TEST 
 
言行はこれに照らしてから 
   Of the things we think, say or do 
1.真実か どうか 
   Is it the TRUTH? 
2.みんなに公平か 
   Is it FAIR to all concerned?  
3.好意と友情を深めるか 
   Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 
4.みんなのためになるか どうか 
   Will it be BENEFICIAL to all concerned? 
 

 ロータリーの哲学を端的に表現し、職業奉仕の理念
の実行に役立つものとして、四つのテストがあります。
このテストは、シカゴのロータリアンであり、後にロータ
リー創始50周年(1954－55)に、国際ロータリー会長を
務めたハーバートJ．テーラーが、1932年の世界大恐慌

のときに考えたもので、商取引の公正さを測る尺度とし
て、以後、多くのロータリアンに活用されてきました。 

       ニコニコBOX 
 

・小林  伯裕会員  ：  なんだかとても新鮮な例会  
             ですね。  
・宇野  純子会員  ：  今日から新年度！よろしく  
             お願いします！  

今回の出席報告      第199回例会（7/5）の出席報告 
 ◆出席者           ◆出席者 
    例会   10名        例会   10名 
    協議会 10名        歓迎会   9名  計19名 
    理事会 10名        修正出席率   61.29％ 
 

会員数 ： 31名 


