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≪ビジター≫ 

源新育子南分区ガバナー補佐(八戸北 RC) 

≪会長要件≫ 三川会長 

 こんにちは、生れてはじめて

の会長要件であり、会長と言う

重責を感じます。何とか一年間

よろしく。何を話すか悩み、皆

さんのレターボックスに本を進

呈するつもりで入れました。ベ

テランの方には釈迦に説法になるかもしれません

が、私は感動しました。ロータリーについて語る時、

難しい言葉や組織があり、初めは理解し難かったで

すが、この本は簡潔明瞭に書いています。 

 ロータリークラブが何であるか一言です。ロータ

リークラブはロータリーの教育研修期間である。勉

強するためにクラブに入っている。何をやる所かの

説明ではロータリアンが自分を磨く場であると。こ

の本に共鳴したので皆さんにも熟読して欲しいと

思います。研修するにはどうすればよいか？大事な

ことは先輩の役割です。 

 八戸市民病院は地域の病院として活躍していま

す。医療で問題になっている事に医師の研修制度が

あり、地方の病院に来る人が減ったと言う事で社会

問題にもなっています。しかし、八戸市民病院は別

で、充実しています。それは全国から研修生が集ま

ります。医師 110 人中 4 割が研修生で病院を支えて

いるのがベテランもさることながら研修生です。研

修生が多い理由は勉強になる。指導体制がしっかり

して、先輩が熱心に指導する体制が出来ているから

です。それで中核病院として信頼があるのです。ロ

ータリークラブも同じようなもので新会員を育て

て行かなければなりません。そうする事で中味が充

実したものになると思います。お互い切磋琢磨しな

がら、より充実したものにしなければならないと思

います。 

≪お祝い≫ 

本人誕生祝： 

久保田会員、榊会員、 

長嶺会員、清川会員 

≪幹事報告≫榊幹事 

＊ 理事会決定事項 8 月のプログラム 

8/4 は 8/1 三社大祭招待例会に変更 

8/11 ガバナー公式訪問 

8/25 例会は 8/20 納涼例会に変更 

＊ 南分区合同例会 7/23(土)のプログラムを配布 

＊ 例会変更 

八戸 RC：7/20(水)例会は 7/23 合同例会に 

八戸北 RC：7/22(金)は 7/23 合同例会に 

八戸北 RC:7/19(火)は夜例会に。7/26 は休会 

＊各種セミナーのお知らせ 

・ 7/9(土)インターアクト年次大会 

・ 7/16(土)会員増強セミナー 

・ 7/24(日)米山フォーラム 

・ 7/30(土)黒田正宏ご夫妻慰労会 

＊年間プログラム予定は次週配布 

≪直前幹事報告≫平光前幹事 

＊加藤会員より退会届が出て理事会にて承認 

≪ガバナー補佐挨拶≫ 

源新南分区ガバナー補佐 

 こんにちは、今期南分区ガバナ

ー補佐として宜しくお願いしま

す。遅くなりましたが、3/11 震災

での被害、お見舞い申し上げます。

≪出席報告≫ 木村出席委員長 

正会員 42 名出席免除会員を除く 

会員 35 名中本日の例会は 

免除会員 4名を含む 33 名出席率 85％  

前々回例会：特別例会で 100％ 

1747 回例会要旨 

会長要件 

幹事報告 

ガバナー補佐源新育子様より 

新会員入会式 

＜クラブ協議会＞会長方針「Here and Now」 
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少しでも早い復旧を望みます。 

 八戸南 RC は昭和 50 年創立、三川会長は 37 代会長

で歴史のあるクラブです。また、1998-99、2001-02

年度黒田ガバナーを輩出し、私達のリーダーとなる

クラブであると私は思っています。また、黒田先生

は 2 年間の RI の理事を終えられましたが、現在 RI

の職業奉仕委員長として、世界と日本の差異に対し、

頑張って頂き、私達を導いていただければと思いま

す。また、このクラブには女性会員もいらして私自

身も身近に感じます。 

 カルヤン･バネルジーRI 会長は家族、継続、変化

と言っています。奉仕の出発点は家族で、ロータリ

ーがやってきたことを継続し、変えるべきことは変

える。それによって多くの方に奉仕の手を差し伸べ

られると言っています。めまぐるしい変革の時代、

1 人の人間としてロータリアンとして、するべきこ

と、変えること、変えてはいけないことをじっくり

考える必要があるのではと思います。 

 地区においてはミラクル 1200 プラス復興。これ

は地区の存続がかかっています。期限を 2014 年と

多少延ばしていただきましたが、1200 人を皆さんの

力でクリアしていただきたいと思います。地区表彰

で、クラブ 5 名又は 10％の増強で表彰です。表彰が

目的ではありませんが、それを目標として一致団結

して頂きたい。南分区が 2830 地区を代表して 10％

達成できる様、被災地の我々がそれをアピールでき

れば嬉しいと思います。会員増強は復興支援の活動

にも繋がります。クラブの皆さんとの絆を大事にし、

会員増強 10％を目指して、皆様よりご指導を頂きな

がら頑張って行きたいと思います。宜しくお願いい

たします。 

≪ニコニコ・ボックス≫松田親睦委員長 

源新様：八戸南ロータリークラブの皆様今年一年ご

指導よろしくお願い申し上げます。  
三川会長：一年間会長の重責を担うことになりまし

た。どうぞよろしくお願いします。新会員の山形様、

清川様ご活躍をお祈りします。 
金田会員：三川年度の門出を祝って。 
黒田会員：今年度もどうぞよろしくお願い致します 
鈴木会員：三川年度よろしく(早退失礼します) 
石橋一男会員：七月七日七夕の日、三川年度の門出

を祝して。 
長嶺会員：野沢年度ありがとうございます。三川年

度よろしくお願いします。 
三浦晃会員：本日から三川丸出発です。がんばって

下さい。 

米内会員：新年度よろしくおねがいします。 

平光会員：三川会長、榊幹事、新理事役員の皆様ど

うぞよろしくお願いします。 

本人誕生祝：久保田会員、長嶺会員 

≪新会員入会式≫ 

スポンサー三川会長の紹介  

 新しく南ロータリーに 2 名お迎えすることになり

ました。ありがたいことです。 

 一人は山形琢一さん。ハード工業（有）代表取締

役。従業員 23 名ですが、中堅企業です。機械製作、

修理で金属のコーティング等で最先端を行く事業

です。先日も東北大学教授との研究と聞きました。

職業奉仕に徹した人です。 

 もう一人は清川浩幸さん。㈱アポテックのジェネ

ラルマネージャーです。会社は調剤薬局で15店舗、

従業員は 70 名で成長している会社の幹部です。コ

ンピューター関係の仕事をしていたそうです。2 社

ともホームページがあります。八戸南 RC の仲間と

して一緒に発展していきたいと思います。 

 

山形琢一新会員： 

 はじめましてこのような会合に

出たことがありません。ご指導を頂

きながらロータリーを勉強してい

きたいと思います。宜しくお願いい

たします。 

清川浩幸新会員： 

 入会早々誕生日プレゼントを頂き、

合わせてありがとうございます。会

社は調剤薬局とそのシステムを中心

に営んでいます。青森をはじめ盛岡･

岩手、福島、山形にも展開しており

ます。私はグループ全体の総務、経

理を担当しております。若輩者ですが、ご指導ご鞭

撻を頂き頑張って行きたいです。 

≪会長方針≫三川会長 

 第 1 回目の例会、今年度の会長方針です。活動計

画の冊子にも書きますし、ホームページにも載せる

とのことです。「Here and Now」･･･今ここで。これ

は色々な集団で行う、カウンセリングや活動におい

ての基本的考え方です。「いまここで」を共有する

だけではなく、今ここで各人が心を割って、心を開

示にして他者と触れ合い、発見し、自己変革がある

のです。そういう体験を積み重ねてロータリアンに

なっていくと言う考え方に基づいて「Here and Now」

と言う言葉をスローガンといたしました。 

 ロータリークラブは勉強をして研鑽を積む会。実

りあるものにするには個人個人の触れ合い、誠実な

対人的関係の積み重ねで、我々実りあるロータリア

ンとして成長する原点です。それらは RI の今年の

方針、地区のスローガンにつながって行く事です。 

どうぞ宜しくお願いいたします。 


