
《ゲスト》
（公社）日本青年会議所全国大会運営会議
　　　 副議長　山子泰典様

《ビジター》
八戸北 RC　源新　育子様
　　　　　 平野　榮子様

≪会長要件≫小原会長
　先週は秋の家族例会にたくさんの
会員の皆様と奥様にご出席いただき
ましてありがとうございました。例
会の最後に南風会ゴルフの優勝と準
優勝の発表と表彰をさせていただき
ましたが、おととい改めて南風会ゴ
ルフ表彰式が開催され、私と清川幹
事もお招きいただきました。楽しい
時間を過ごさせていただきありがと

うございました。　
　本日は、八戸北 RC から源新様、平野様がわざわざ
地区大会のお礼という事でお見えになっています。
　本日のクラブ組織委員会担当例会、山子委員長さ
んよろしくお願いします。ご長男の山子泰典さんが
ゲストスピーチして頂けるという事で楽しみにして
います。

《幹事報告》清川幹事
　地区大会のお礼状が届いていま
す。源新様、平野様よろしくお願い
します。
　東第一分区、東第二分区合同の IM
の案内が届いています。12 月 7 日
( 土 )14:00、冨士屋グランドホール
2F、登録料 8,000 円です。

　一葉会からお礼状が届いています。八戸市から緑
化大会の案内が届いています。11 月 25 日 ( 金 ) 八
戸グランドホテル 14:00、八戸菊まつり 10 月 30 日
(水)から11月4日(月)迄です。9:30から17時まで、
市庁前広場。
　例会変更　八戸RC 11月 13日 (水 )時間場所変更、
　　　　　　11 月 20 日 ( 水 ) 任意休会
　　　　　　八戸東 RC 11 月 22 日 ( 金 ) 任意休会
　　　　　　11 月 19 日 ( 火 ) 八戸北 RC と八戸中央
　　　　　　RC 合同例会 18:30
　来週は指名委員選挙例会ですので皆様ご出席をお
願いします。指名委員会は当日夜行う予定ですので
よろしくお願いします。

≪ニコニコ≫平光親睦委員長
源新育子様 :　地区大会大変お世話になりました。
小原会長 :　先週の秋の家族例会ありがとうござい
ました。八戸北 RC の源新様、平野様ようこそ。本日
は山子委員長よろしくお願いします。

清川幹事 : 秋の家族例会多数の出席ありがとうござ
いました。本日は山子委員長、山子泰典さんよろし
くお願いします。
山子会員 : 担当例会お世話になります。
熊谷会員 : 三浦さん写真ありがとうございます。ゴ
ルフ表彰式参加の方々ご苦労様でした。
鈴木会員 : 先週の秋の家族例会と 2 次会～ 3 次会あ
りがとうございました。
平光会員 : 秋の家族例会皆様ありがとうございまし
た。
工藤会員 : 母の葬儀にはクラブよりご香典いただき
ありがとうございました。94 歳、幸せ幸せがくちぐ
せのまま天寿をまっとう致しました。
野澤会員 :　本人誕生日　
近藤会員 :　結婚記念日
　親睦委員長より先週の秋の家族例会にワインを提
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正会員数 44 名。本日の出席は免除

会員３名を含む 25 名。出席率

63％です。前々回の例会はメー

キャップ５名出席率 97％でした。
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供してくださった、小原会長、清川幹事、小笠原会員、
平光会員への御礼と、三浦晃会員より提供のあった
ワインをクリスマス例会に使わせてもらうとの報告
があった。

《地区大会御礼》
八戸北 RC　源新育子地区幹事様
　先般の地区大会には全員登録でご
参加いただきありがとうございまし
た。黒田元 RI 理事、小原会長、久
保田地区幹事はじめ南 RC の皆様の
おかげで無事終えられました、早速
お礼に上がらなければならないとこ
ろ地区大会終了後体調を崩すメン
バーが多く、遅くなりましたことお

詫び申し上げます。
　44 年目にして八戸北 RC 初めてのガバナーを出す
ことができましたが、ガバナーを出すという事は個
人的にも悲願でした。ガバナーを輩出することによっ
て一つのクラブとして認められるというのも変なの
ですが、カバナーを出すことによって本当に勉強に
なりましたし、いろんな方のお手伝いがなければ出
来ないことなんだと改めて実感しました。地区大会
という大きなイベントは終わりましたがガバナー年
度はまだまだ続きますので皆様のご指導、ご協力よ
ろしくお願いします。本当にありがとうございまし
た。

八戸北 RC　平野榮子直前会長様　
　この度の地区大会では皆様のお力
添えのおかげで、評価は自分たちで
してはいけないと申しますが、私の
中で自己評価が高かったなと勝手に
納得しております。
　久保田様には RAB ラジオ、ビーエ
フエムにイベント情報出演の手配を
していただき、RAB には横町がビー
エフエムには私が出せて頂きました。とても恥ずか
しくて誰も聞いていなければいいな、でも聞いてく
れないと困るなという気持ちで走り回っていました。
結構忙しくさせていただきましたが、私たちクラブ
として楽しんでいた気がします。クラブ内の交流だ
けではわからない部分も同じ目的に向かって進むこ
とにより新しい発見がありました。
　初めてのガバナー輩出という事で全員初めての経
験だらけでしたが楽しく過ごすことができました。
皆様ありがとうございました。これからもよろしく
お願いします。

《クラブ組織運営委員会》山子委員長
　担当例会で何をしようかと悩みま
したが、息子が日本青年会議所全国
大会運営会議副議長を仰せつかって、
月の半分は東京、奈良と大変な費用
と時間を費やしていますのでこの辺
で少し恩返しをしてもらおうと思い、
奈良全国大会の話や再来年に予定さ
れている八戸全国大会について話を
してもらいます。1 万人以上の青年会議所メンバー
が集まり地域の方を巻き込んだ大変大きな大会で経
済波及効果も絶大なものだそうで、地域の活性化に

もつながる事だと思いますので皆様ご了承ください。

山子泰典様
　本日は小原隆平会長をはじめ八戸
南 RC の皆様、このような機会をい
ただきまして本当にありがとうござ
います。私は、日本青年会議所第
62 回全国奈良大会の運営会議副議
長として 1 年間携わって参りまし
た。本日は奈良大会の映像をご覧に

なっていただきたかったのですが映像が間に合わな
かったので、昨年の北九州大会の映像を見て頂きた
いと思います。

　八戸での全国大会は平成 26 年 9 月 24 日から 27 日
までの４日間、参加人数 13,000 人から 15,000 人、
事業規模 2 億円、経済波及効果 25 億円から 30 億円
というお話や、奈良大会での行政との係わりでの苦
労話などを披露され、最後に、八戸大会でのおもて
なしはオール八戸で臨みたいと考えていますので皆
様のご協力をお願いしますとのお話でした。
山子泰典様ありがとうございました。

《会報委員会》三浦晃委員長
2013 年 10 月 15 日現在の世界のポリオ発生数は下記
の通りです。（）内は昨年同時期の発生数
ナイジェリア 49（97）
パキスタン 43（44）
エチオピア 6（0）
アフガニスタン 7（25）
ソマリア 174（0）
サウススーダン 3（0）
ケニヤ 14（0）
チャド 0（5）

計 296（171）
[ 流行国 99（166）、非流行国 197（5）]
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