2012-13 年度ＲＩのテーマ「奉仕を通じて平和を」
ＲＩ会長 田 中 作 次 （Peace Through Service）

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 松本 康子
● 会長 熊谷 道雄 ● 幹事 伊藤 斉 ● 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

山子

則男

第 1829 回例会記録 ≪出席委員会担当例会≫
2013 年 4 月 11 日（木）

点鐘

12：30
レポート NO.1274

1829 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・出席委員会担当例会
・法官会員挨拶

≪会長要件≫熊谷会長
こんにちは、大分春めいてきて、新入学のシーズ
ンです。立場上、小中学の入学式に出席し、セレモ
ニーで一言話しをする機会があります。その時に緊
張するのは小学生です。この前まで保育園や幼稚園
児だった子ども達に何を言うか気を使います。目線
を下げて言うようにしています。分りましたか？と
言うと｢ハーイ｣と返事が返って来ると喜びを感じ
ます。ほのぼのとした時期ですが、イラクでは戦争
後 10 年で、子どものガンが多発しているとのニュ
ースがあります。原因は心意的なものと番組ではい
いましたが、劣化ウラン弾が多用された結果だと思
われます。それらの結果が 10 年後に禍として降り
かかっているのではと思います。ある国の指導者に
も 2 歳と何ヶ月かの子供がいるとの情報もあります
が、子供の寝顔を見たら、あんな行動を取れるもの
なのかと不思議です。ロータリーの活動の一番は社
会奉仕です。ポリオや水問題、留学生などのロータ
リー活動は将来を担う子供たちへのプロジェクト
だと再認識した心境です。最近の子供を見て感じた
事を披露致しました。
≪幹事報告≫伊藤幹事
＊ 来週は創立記念例会で 4 月 19 日(金)です。
＊ 来月の蕪島清掃とお花見例会の出欠回覧中
＊ 例会変更
八戸ＲＣ：5 月１日、８日
八戸東ＲＣ：５月３日休日、１０日、２４日

≪出席報告≫吉田出席委員長
正会員 44 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 3 名を含む 27 名出席率 71％

前々回例会：特別例会出席率 100％
＊ヤマハから水浄水器の案内
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員
熊谷会長：吉田出席委員長本日はよろしくおねがい
します。
伊藤幹事：吉田委員長よろしくお願いします。
村上会員：吉田委員長よろしくおねがいします。
平光員：吉田委員長よろしくお願いします。
法官会員：入会して 10 ヶ月これからもがんばりま
す。
奥様誕生祝：近藤会員
≪次年度委員長発表≫
小原会長エレクト
次年度委員長を発表します。
5 月 12 日に地区協議会があり
次年度の準備が始まります。
委員長と副委員長には承諾を
頂いていますが、委員会構成
表は次年度理事役員会で承認されてから発表しま
す。
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ます。私を受け入れてくださった事に感謝し、私も
友人に薦められるようになり、薦めてみたいと思い
ました。
【会長より光星学院よりの案内で法官会員が 4 代目

≪出席委員会担当例会≫
吉田立盛委員長
担当例会です。出席に関する
事をとロータリーのことを勉強
しました。昨年の 7 月から 3 月
までの出席の集計と考察につい
てお話します。出席の意義、例
会に出席することは、ロータリ
アンの三大義務（会費の納入、例会出席、ロータリ
ー雑誌の購読）のうちの 1 つで、基本責務であり、
クラブに対する奉仕であります。より高い理想をロ
ータリーは求めています。またロータリークラブ定
款第 9 条に出席についてと 12 条に会員身分の存続
について書かれています。12 条 4‑1 に半期間におい
て、メークアップを含むクラブ例会出席率が 50％に
達していなければならないとあり、また 2 項には本
クラブの例会総数のうち少なくとも 30％に出席し
ていなければならない。クラブ理事会が正当かつ十
分な理由があると認めなければ、会員身分が終結す
ることがあります。と書いてあります。
集計しましたら出席 100％の方は免除会員を除い
て 6 名いらっしゃいます。90％が 8 名、80％が 10
名。合計で出席優秀者が 71％もいます。さらに 70％
が 4 名、
60％が 2 名、
50％4 名で出席良好者は 22％、
あわせると 93％。残り 7％の方は、４−２項ホーム
クラブ 30％は満たしています。
因みにインターネットで他のクラブはどんな事

理事長就任された件につき一言挨拶を言われて】
≪法官会員挨拶≫
こんにちは突然の指名です。4 月 1
日付けで理事長に就任しました。
10 年務め、大半は教育の場面にお
りました。今は八戸学院で名前が
統一されました。光星学院はもと
がキリスト教系の学校ですが、私
は寂聴さんに触れて天台宗の教えを具体的にわか
りやすく話しました。私の座右の銘でもある「己を
忘れて他を利するは慈悲の極みなり」と個人的に説
いています。そして教職員にも強く要望して、使命
を果たしていくように言っています。皆様にはこれ
からもご指導やご協力をおねがいいたします。

