2011-12 年度ＲＩのテーマ「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」
ＲＩ会長 カルヤン・バネルジー（Reach Within to Embrace Humanity）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 小山内 康晴
● 会長 三川 博 ● 幹事 榊 清蔵 ● 会報委員長
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/ Email：hsrclub@hi-net.ne.jp
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org
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第 1752 回例会記録 ≪ガバナー公式訪問例会≫
2011 年 8 月 11 日（木） 点鐘 12：30
レポート NO.1221
四つのテスト唱和

ガバナー公式訪問
・会長幹事会
・クラブ協議会
・ガバナー公式訪問例会
1752 回例会要旨
・四つのテスト唱和 小原職業奉仕委員長
・幹事報告
・記念品
・委員会報告（出席委員会、親睦委員会）
・ロータリー財団よりお願い 平光委員長
・ガバナー講話
≪ビジター≫
小山内康晴 RI 第 2830 地区ガバナー、鈴木順三地区
幹事長(弘前 RC)、源新育子南分区ガバナー補佐(八
戸北 RC)
≪会長要件≫ 会長意向により省略
≪幹事報告≫榊幹事
＊ 8/4 理事役員会決定事項
【9 月のプログラム】
9/1：新世代委員会担当例会
9/8：米山記念奨学委員会担当例会
9/15：スペシャル席 2 名の会員卓話
9/22：任意休会
9/29：規定審議･クラブ細則委員会担当例会
【8/20 納涼例会の企画書承認】
三川会長ログハウスにて開催。焼肉･海鮮のバー
ベキューです。山田会員より肉 2Kg の差入がありま
す。他にもよろしくお願い致します。
＊ 8/27、28 米山の集い開催のお知らせ
＊ 9/6 南 RC の勉強会開催について
＊ 例会変更(9 月)
八戸東 RC:9/9 は 11 日に変更。23 日は任意休会
＊ 頑張ろう八戸復興を謳った八戸市花火大会の協
賛について一人 1,000 円程寄付をお願いしたい
＊ 南分区の名簿が出来ました。
≪ニコニコ・ボックス≫松田親睦委員長
小山内ガバナー：ニコニコ

≪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 34 名中
本日の例会は免除会員 5 名を含む 33 名出席率 85％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2 名出席率 87％

鈴木地区幹事長：ニコニコ
源新ガバナー補佐：八戸南ロータリークラブの皆様
本日はよろしくお願い致します。
三川会長：小山内ガバナー本日はありがとうござい
ました。
榊幹事：小山内ガバナー本日はようこそおいで下さ
いました。公式訪問ありがとうございます。
黒田会員：小山内ガバナー｢クラブ公式訪問｣ありが
とうございます。
近藤会員：小山内ガバナーようこそ
鈴木会員：小山内ガバナーようこそ！本日 8/11 は
私の入会記念日です。8/28 青森県男声合唱フェステ
ィバル、八戸公会堂で開催
大澤会員：小山内ガバナーようこそおいでください
ました。
出席率 100％記念品ありがとうございます。
長嶺会員：小山内ガバナー、鈴木幹事長、源新ガバ
ナー補佐ようこそおいで下さいました。ありがとう
ございます。
三浦晃会員：小山内ガバナー、鈴木幹事長、源新ガ
バナー補佐ようこそおいで下さいました。ありがと
うございます。
山村会員：黒田先生大変ご苦労様でした。
平光会員：小山内ガバナー本日はありがとうござい
ます。
小原会員：小山内ガバナーようこそ
伊藤会員：小山内ガバナーようこそ
本人誕生祝：小原会員、野澤会員
奥様誕生祝：村上会員、原田会員(ありがとうござ
います)
≪各委員会報告≫
R 財団委員会：平光委員長
今日鈴木会員と長嶺会員より 1,000 ドル頂きまし
た。現在レートは 80 円です。一人 100 ドルを目標

にご協力ください。
≪ガバナー公式訪問例会≫
小山内康晴ガバナー
このような場を設けていた
だき恐縮しています。3 月の震
災で被害に遭われた皆様にお
見舞いもうしあげます。ガバナ
ーを拝命する前に長嶺さんと
ガバナー補佐同期です。その時
はガバナーを目指していたわけではないのです。ガ
バナー補佐も誰もいないとのことでなりました。ま
たガバナー補佐の時、ガバナーを西第 2 分区でとの
ことで奔走していたのですがダメでした。分区を飛
ばしても良いのではないかと言ったのですが、この
時代誰もいない。西分区からと言われ、会長幹事会
で、分区でバックアップするから名前を挙げてくれ
るよう要請。1 週間後に集まったら、ミイラ取りが
ミイラになってしまいました。家内になんて言う
か？家内を説得するのが難儀でした。GETS（ガバナ
ーエレクト研修会）がある 3 日前に東京へ行こうと
言って連れて行き、ホテルで｢こういう事になった
のであんたも覚悟せよ｣と言って何とか取り作りま
した。幸いしたのは同じガバナー同士の奥様。同じ
境遇、立場の人と話しをしたのが良かった。「協力
はしないが邪魔はしない」と言ってくれました。
ロータリーは運営の仕方が独特です。ガバナー補
佐就任前年の会議の時、私の親分はガバナーエレク
トなのですからエレクトの考え方に則ってと思い
ますが、ガバナーエレクトは一言も喋らず、現年度
のガバナーだけが話をします。どうしてそうなのか
と思いましたが、エレクトは国際協議会に出ないと
ダメです。クラブの副会長は会長の代行ですが、会
長が何かあっても会長代行は出来ないのです。それ
は会長を経験していないから（PETS に出てないか
ら）です。エレクトもガバナーを経験していないの
で何らかを喋れないのです。しゃべる事が出来るの
はガバナー経験者、地区研修リーダーです。エレク
トは国際協議会でレクチャーしてガバナーをやる
のです。そういうのを否定せず、その時、その時の
状況で来たシステムだと思います。そして 10 万人
の組織が成り立っているのだと納得しています。ガ
バナー補佐の時はその事が分らなかったのです。今
は自重しているのですが･･･。
もう一つ言いたい事は義援金の事です。多くの方
が災害に会いました。2830 地区では 80 名の方が何
らかの被害に遭いました。岩手宮城はもっとひどく
壊滅状態です。10 数名ロータリアンが亡くなり 80
のクラブのうち、20〜30 のクラブが壊滅状態です。
各地から様々な義援金が来ました。ガバナー会から
は 500 万。合わせて 900 万の義援金を被災した児童
1 名に図書券と商品券 2 万円で 700 万円等。集まっ
た義援金は順次配分されました。花火の要請もあっ

たのですが、人道的なものではないので不可能です。
ガバナー会には 10 億というお金が世界中から集ま
り 1 億数千万は配分したので、残り 8 億強をロータ
リーらしいものをとのことで育英会、足長育英会の
ようなものをとの話もありましたが、義援金として
集めたものなので･･･とのこともあります。1 地区で
義援金としていただきたいとの話もあるそうです。
ロータリアンにも支援をしたい。いやロータリアン
に対してではなく地域にするのが・・・との意見も
あります。今の RI 会長方針は「家族･継続・変化」
です。ロータリーから見るとロータリアンは家族で
す。うちのロータリアンが生きるか死ぬかの状況の
時にロータリアンに見舞金をと。前年の中村ガバナ
ーが見舞金を出したいと言っていました。しかし、
ロータリアンならば私より地域の人にまわしてほ
しいと言うのではとの意見もあります。そんなこと
で未だただでない状態です。ガバナー会から、意見
問い合せの FAX も来ていますが、ガバナー会そのも
のも纏まっていない感じです。ロータリーらしいと
言いながら本当にロータリー精神とは何らかと思
われます。
各国から来た義援金は、今迄の日本の貢献に対し
てきたのです。ビル･ゲイツさんのポリオ撲滅。ポ
リオは 30 数年前あるロータリアンが運動を起こし
WHO も協力。35 万人 30 カ国に蔓延していたのが 2010
年 1,000 人を割り 4 カ国になりました。着実に成果
が上がっています。そのリーダーが日本のロータリ
ーだったのです。ですからこの支援があったのです。
早く復興してポリオに支援をとのことです。
今、クラブを守り地区を守って行かなければクラ
ブの自主性が無くなります。そのためには増強が必
要です。ポリオのキャッチフレーズをパクリ、ポス
ターを作りました。例会の時、ビルゲイツの横に貼
って下さい。
最後に私の尊敬している
人の中に銅像の会員がいま
す。カーネルサンダーさん
の胸にはロータリーバッチ
が着いています。超我の奉
仕に感動してロータリアン
になった人で、｢最も奉仕す
るもの最も報われる｣や「四
つのテスト」を元に商売を広げていった人です。カ
ーネルサンダーがロータリーとの出会いがあった
ように、私の人生の中で最大な事はロータリーであ
ったと言えるようになりたいです。
八戸南 RC の報告書を見て、クラブの位置付けや
エリアがはっきりしています。このようなクラブは
地区内でも少ないのではないかと思います。例会な
どもきちんとしています。きちんとしていると新し
い方もついてきますし、なぜそうなったかと、きち
っとしていると継承されるのです。

≪クラブ協議会風景≫

