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第 1877 回例会記録《出席委員会担当例会》
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レポート No.1314

《出席報告》田守委員長
正会員数 43 名。本日の出席は免除
会 員 ４ 名 を 含 む 29 名。出 席 率
78％です。前々会の例会は、出席
率 69％でした。

第 1877 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
米内ＳＡＡ

《本人誕生日》

≪会長要件≫小原会長
久しぶりに大澤会員のお顔を拝
見し、うれしく思います。
さて、故佐々木正雄会員を偲ぶ
会合の件ですが、今週、共子夫人
にお会いし、例会とは別の形で考
金田会員
えているとお伝えしたところ、わ
ざわざ開催するのは恐縮ですと固 《幹事報告》清川幹事
辞なさいました。しかし、告別式
先週お話した「米山梅吉花壇」の
等で大変お世話になったので、夫人から会員の皆様
寄付よろしくお願いします。
に一言御礼の言葉を伝えたいとのお話がございまし
長生園便り、ザ・ロータリアンが届
た。そこで、急な話で恐縮ですが、来週の当クラブ
いています。
創立記念例会に共子夫人をお招きし、御挨拶を御願
いしたいと考えております。
話は変わりますが、京都府の女性からクラブ宛に 《ニコニコボックス》平光委員長
小原会長 : 本日は出席委員会担当例会です。田守委
手紙とニコニコが送られてきましたので披露いたし
ます。（手紙を朗読、以下は要旨のみ。）この方は、
員長よろしくお願いします。
昨年退職するまで 42 年間ライオンズクラブの事務局
清川幹事 : 出席委員会担当例会です。田守委員長よ
員をお務めになった方で、元々ライオンズやロータ
ろしくお願い致します。
リーという文字に親近感を抱いていたようです。彼
黒田会員 : 京都のかたで東北支援ツアーに参加し、
女が 3 月の連休に「東北支援ツアー」で蕪嶋神社に
蕪島トイレに驚き、１万円をロータリー
おいでになり、蕪島の公衆トイレを利用したところ、
に届けてくれたのに感謝して
トイレにロータリークラブのロゴと名前があったの
大澤会員 : 無事任期を終えて戻ってまいりました。
で嬉しくなって、懇意にしていたロータリークラブ
どうぞよろしくお願いします。
事務局員からニコニコの袋をもらって送金されたそ
橋本会員
:
大澤さんようこそ、大役ご苦労様でした。
うです。ただ、
「八戸南ロータリークラブ」を「八戸ロー
鈴木会員 : 何故か出席 100％が続いています。
タリークラブ」とお間違えになったようで、現金書
米内会員 : 前回 SAA ごめいわくおか
留が八戸ＲＣ事務局宛に送られてきたため、八戸Ｒ
Ｃの峯会長から当クラブの黒田元ＲＩ理事に話があ
けいたしました。
り、私は黒田先生を通じてこの話を知りました。蕪
伊藤会員：橋本さん、鈴木さん、今
島公衆トイレ事業は、いろいろな方の注目を集めて
日はよろしくお願いしま
いるものだと改めて感じました。
す。
本日は出席委員会担当例会です。田守委員長、何
平光会員 : 来週は創立記念例会です。
卒よろしく御願いいたします。

《ご挨拶）大澤会員

《橋本会員》
八戸南 RC は昭和 50 年 (1975 年 )
4 月 19 日が創立記念日です。現在
在籍しているチャーターメンバー
は私と畠舘さんと慶徳さんの 3 人
ですが、私はその時からずっと無
欠席で参りました。私が出席に努
めてきたのは私が最初の出席委員
長だったからです。4 月から 6 月までの 3 か月と新
年度の 1 年間合わせて 15 か月出席委員長を務めまし
た。先ほど鈴木さんがおっしゃったとおりロータリー
で一番大事なことは出席する事だ、出席できないと
きは必ずメーキャップをしなさいというように出席
が非常に厳しかったのです。そうはいっても仕事が
忙しい人はどうするんだという会員の方もいらっ
しゃいましたが、八戸クラブ、東クラブ、北クラブ
の 3 つの先輩クラブの皆さんがほとんど 100％をやっ
《出席委員会》田守委員長
ていたため、先輩たちがやっているんだからあなた
今日は連続 100％出席を続けてお
たちにもできない訳がない、あなたは出席委員長だ
られる方の中から、橋本さんと鈴木
から必ず皆様に声を掛けなさいと言われ、欠席した
さんに出席についてお話をしていた
人には電話をしてメーキャップの出来る場所を伝え
だきます。よろしくお願いします。
ました。当時メーキャップは例会の前後 1 週間でそ
のうえクラブ数も少なく今よりも大変でした。例会
《鈴木会員》
の後には是非メーキャップをしてくださいと皆様に
出席率 100％という事で自分でもな
お願いしていましたので、私自身頑張らなければな
んでだろうかと改めて考えてみました
らず続けてきたのが今に繋がっています。
が、最近は殆ど惰性で出てきているよ
私は自分のスケジュールに合わせて事前にメー
うな気がしています。今から 30 年以
キャップするように心掛けてきました。その甲斐も
上前、入会した当時はあまり疑問に思
ありまして、チャーターメンバーであるのと同時に
わずとにかく出席しなければならない
100％を続けてきております。100％を続けるに当た
ものだと思っていました。父親もロータリアンでし
り一番大事なのは私が健康だったという事です。病
たので、私が高校生くらいの時に市内でメーキャッ
気や怪我で入院したこともありましたが前後をうま
プが出来ないときは三沢とか三戸へメーキャップに
く使い 100％を続けることが出来ました。たまたま
行っていたのを見ていましたので、そんなものなの
今年の 1 月～ 3 月は出張などが例会日にぶつかる事
だなと思っていましたし、八戸クラブが出来たころ
が多くやりくりが大変でしたが、ついこの間メー
は仙台までメーキャップに行っていたと聞いたこと
キャップを済ませほっとしています。メーキャップ
があり、それぐらい出席は厳しいものだと思ってい
はしていますが例会を休むことが多かったため、会
ました。
の状況はどうなっているかなと会報に目を通したと
以前は平日の出張がありましたので、木曜日には
ころ、出席報告で田守委員長さんが前々回の発表を
月に 1、２回休むこ と が あ っ て、私 も か な り メ ー
されていますが、私のころは前後 1 週間だったので
キャップをしていましたが、平日の仕事が忙しくな
比較的分かりやすく、出席免除会員もまだおりませ
り、会合も日曜祭日が多くなって平日に出かけるこ
んでした。会員も当時は 50 人位でしたので一人２％
とがあまりなくなりました。そのころからホームク
を目安にやっておりました。
ラブに出席する事がほとんどになり、メーキャップ
２月２７日の会報に豊川さんと赤穂さんが社会奉
もあまりしなくなりました。私は薬剤師という仕事
仕委員会の担当でお話をしていました。豊川さんの
柄、従業員と一緒のシフトの中に組み込まれている
若いころの体験や、頑丈そうな豊川さんが実はたく
ので中々自由に動けませんが、毎月のシフトを決め
さんの病気持ちだとか、赤穂さんがオートバイが趣
るときにロータリーの予定を組み込んでいますので、 味で若いころにはオートバイであちこち旅行してい
従業員も木曜の昼は社長はいない日だと理解しても
たとか興味深いお話で、会報を改めてみたところ写
らっています。そういう事で出席を続けていますが、 真を多く使い皆さんの表情が分かる紙面で、後から
逆にロータリーを休むという意識はありません。ロー
見ても楽しく、見やすく会員同士の交流がよく解り
タリーに入れていただいてから生まれた娘の子供が
ます。小原会長の会長要件は非常に的確で、地区の
小学校に入学しました。そのくらいの年数なんとか
ロータリー、南ロータリー、会員の情報などを皆様
無欠席で通しています。
にお伝えしています。非常にお忙しい方だと思いま
すがこの紙面を見ますと小原さんのお人柄が良く表
皆様お久しぶりです。一年間出
席出来ず申し訳ありませんでした。
お陰様で日弁連副会長の任期を無
事に終え４月２日に戻って参りま
した。東京では四谷に部屋を借り
て霞ヶ関にある弁護士会館に通う
毎日でした。日常の業務からは離
れ、普段の仕事は全くしませんで
した。単身赴任を覚悟していましたが、家内が一緒
に行くと言ってくれ、そのうえ新宿の会社に勤めて
いる下の娘も転がり込んで来ての３人暮らしでした。
精神的にも身体的にもつらいこともありましたが、
非常に貴重な経験をさせていただきました。いずれ
またお話をする機会があると思いますので、その時
に詳しくお話したいと思います。

れています。このように会報は後で見ても例会内容
が分かるように良くできていると思います。
委員会担当例会と言いますと以前は苦労してゲス
トの人をお願いしたものですが、今回も含め会員の
方に委員会の感想や自分の仕事の話など幅広くお願
いしているので多くの会員がお話しする機会が増え、
交流がうまくいっていますし、これも一つの親睦で
あり出席率の向上につながっていることだと思いま
す。改めて写真を撮っている三浦晃委員長さんをは
じめ会報を作っている皆様に感謝申し上げます。赤
穂さんのお話の中に共通商品券が出てまいりました
が、住宅エコポイントには全国でたくさんの商品が
ありその中に私が担当している八戸共通商品券もあ
ります。平成２４年２月から平成２６年２月までで
３億５千万円分も交換して頂きました。八戸市内し
か使えないものですが全国からの注文でこの金額に
なっています。県産材を使ったエコポイントの交換
は去年の８月から今年の３月までで２千万円分の共
通商品券を使っていただき大変ありがたいことだと
思っています。
出席委員会から皆様へのお願いですが欠席なさる
時は必ず事務局やホテルへ連絡をしてください。そ
れと同時にメーキャップをしていただきたい。行っ

た先の例会が休みの時はホテルのフロントで名前を
書くだけでメーキャップできますし、他のクラブの
例会に出席すれば、他のクラブではどの様なことを
しているか分かります。又、行った先のクラブの方
にお声を掛けていただき勉強にもなります。畠舘さ
んがお嬢さんのいるアメリカに行った時に向こうの
クラブの例会に出席しバナーを持ってきたことがあ
りました。皆様も遠くのクラブを訪問するときは、
事務局に当クラブのバナーがありますので、是非先
方とバナー交換をして持ってきてください。以前は
海外の珍しいバナーが多く飾ってありましたが最近
では少ないようです。
当クラブも間もなく４０周年になりますが、お陰
様で私も３９年 100％出席で来ています。これもロー
タリーの皆さんとお会いする事、色々な情報を交換
する事などを大変楽しみにしているのはもとより、
何より健康だという事です。これからも続けて行き
たいと思っています。私はチャーターの 100％です
が鈴木さんは 2 年後の入会で 37 年になると思います。
その他にも入会以来 100％を続けている方が大勢い
らっしゃいますが、是非これを続けて頂きたいと思
います。

