
≪会長要件≫小原会長

　先週は、業務上の都合で例会を欠

席させていただきました。

　山子副会長はじめ会員の皆様に大

変お世話になりました。また、近藤

さんにはクラブの新しい定款細則に

ついて丁寧な御説明を頂戴したよう

で、御礼を申し上げます。

　さて、クラブ事務局では 2013 年 8 月からサービス

を開始した RIJO-FAQ というメール配信サービスに加

入していますが、5 月 19 日に国際ロータリー日本事

務局から、2014 年 1 月開催の RI 理事会決定により

ロータリーの行動規範が改訂された、とのメールが

あったので御紹介いたします。

　ちょうど皆様に本日配付された 2014-2015 年度

ロータリー手帳付録のロータリー関連資料の 14 ペー

ジに新しいロータリーの行動規範が掲載されていま

すのでお開きください。そこに、2011 年 9 月の RI

理事会で「ロータリアンの職業宣言」から「ロータリー

の行動規範」に変更された経緯と、今回の改訂に関

する説明が書いてあります。（以下、改訂後の「ロー

タリーの行動規範」を朗読する。）

　改訂前の「ロータリーの行動規範」は、今年度の

地区要覧の裏表紙に記載されています。改訂前の 8

項目が改訂により 5 項目となり、表現もわかりやす

くなったような気がします。先ほど黒田 RI 元理事に

「四つのテスト」との関係について質問したところ、

「四つのテスト」は職業人としてのロータリアンの倫

理基準を簡潔にまとめたものであり、「ロータリーの

行動規範」は、それをより具体的に表現したもので

あるとのことでした。

　本日は、環境保全委員会担当例会です。蕪島清掃

に引き続きで恐縮ですが、桜田委員長何卒よろしく

御願いいたします。

≪結婚記念日≫

豊川会員

≪幹事報告≫清川幹事

　八戸学院光星高校様より甲子園寄付

の御礼状に添えて「心の野球で全国制

覇」という冊子と記念のボールを頂戴

しました。

　第２回 RLI のお知らせが届いていま

す。第一部 RLI パート 2、第二部田中

作治前 RI 会長との集い、第三部懇親会と三部に分か

れています。皆様の参加をお願いします。

　出席確認表が４種類 (RLI、早朝例会、慰労例会、

南風ゴルフ )回っています。

　例会変更のお知らせです。八戸東 RC ６月２７日

(金) 時間変更、八戸北RC ６月３日(火) 任意休会、

６月２４日 ( 火 ) 時間場所変更、八戸中央 RC ６月

３０日 (月 ) 時間変更です。

　インターアクト年次大会の報告

書が届いています。

  各委員長さんのレターボックス

に活動報告書のお願いを入れてあ

ります。６月１２日の例会は各委

員会報告例会ですのでよろしくお

願いします。
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《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 28 名。出席率

76％です。前々会の例会は、お花

見例会でした。

米内ＳＡＡ



《ニコニコボックス》平光委員長
小原会長 : 地区研修・協議会参加の皆
　　　　　様、お疲れ様でした。環境
　　　　　保全委員会担当例会、桜田
　　　　　委員長よろしくお願いします。
清川幹事 : 環境保全委員会担当例会、
　　　　　桜田委員長よろしくお願い
　　　　　致します。
榊会員 :桜田さんよろしくお願いします。
平光会員 :５ /11 地区協議会仕事で行けませんでした。
　　　　伊藤さんクラブ会計要覧ありがとうござい
　　　　ました。先週はバタバタと失礼しました。
鈴木会員 : 雨降りは嫌いではありません。早退失礼
　　　　します。
山子会員 :早退失礼します。
結婚記念日 :豊川会員

《次年度幹事報告》伊藤次年度幹事
　先ほど次年度準備理事役員会議で次
年度の年間プログラム案、委員会編成
案、予算案を審議して承認されました。
一部手直しがありますので来週の例会
で皆様に配布します。予算案につきま
しては、今年度の決算がまだですので、
確定後お知らせします。

　２０１５-１６年度の青少年交換派遣学生・来訪学
生受入れクラブ募集の案内が届いています。興味の
ある方はお知らせください。

《環境保全委員会》桜田委員長
　　去る５月３日の蕪島清掃には、
八高インターアクトの生徒さん７名
と私の息子を含め総勢２３名で、蕪
島の主に海岸付近、砂浜の清掃活動
を行ってまいりました。当日ご参加
いただきました皆様、お疲れ様でし
た。ありがとうございました。当日
は少し風があって海の方は肌寒かっ
たのですが、天候に恵まれました。ゴールデンウイー
ク真っ最中という事で観光客の方も結構いらっしゃ
る中、約１時間清掃活動に汗を流してまいりました。
成果として燃えるゴミが約２０袋、燃えないゴミが
３袋位でした。集まったゴミの中身ですが、一番多
かったのはゴミと言えるのかわかりませんが流され
てきた木の枝などでした。あとは、プラスチック容
器やポリ袋のようなもの、割れたガラス瓶などもあ
り、これから夏の海水浴シーズンに向けて、危険な
ものが結構落ちているなと感じました。ただ私のイ
メージとしては、もっと煙草の吸殻が落ちているの
かなと思っていましたが意外と少なかった気がしま
す。煙草を吸われる方のマナーが向上しているから
だと思います。また、落ちているゴミについても、
実際はそこで捨てられたというよりも、流されてき
たものや、風に飛ばされてきたものが多いのだろう
なと感じました。清掃活動終了後、蕪嶋神社への参拝、
昼食に移ったわけですが、良い事をすると運気が上
がると言いますか、早速私が代表してウミネコさん
から幸運、いわゆるバクダンをいただきました。運
をいただくと開運証明書が頂けるそうで今年の１１

６番目の証明書を頂きました。この証明書を頂いて
からというもの、商談の時は大事にカバンに入れて
持ち歩いていますが、話のネタにもなって、商談も
スムーズで大変重宝しております。皆さんの中で、
もし、最近ついていないなと感じている方がいらっ
しゃいましたら、是非、蕪嶋神社へお参りされて、
運を付けてきてはいかがでしょうか。
　蕪島清掃当日のお話はこれくらいにしまして、皆
様には DVD を見て頂きたいと追います。(DVD 上映 )
ご覧いただきました映像は、１９９２年、今から２
２年前にブラジルのリオデジャネイロで行われた、
国連環境サミットでカナダ人の当時１２歳になるセ
ヴァン・カリス = スズキさんが行った伝説のスピー
チです。子供の環境団体の代表として、環境問題に
ついて子供の視点からの講演を行い満場の拍手喝さ
いを受けました。この日から全世界は地球環境保全
に向けて動き出したと言っても過言ではありません。
今回、私は皆様の前でお話しさせていただくにあた
り、改めてこの DVD を見ました。１２歳の少女が、
各国の代表や報道関係者の前で、堂々と切実に訴え
る姿を見て、私自身も感動し、心を打たれ、今のま
までいいのか、何かできることはないのかと考えさ
せられました。昨年のちょうど今頃卓話をさせて頂
いた時にも話しましたが、私自身の仕事でももっと
環境に配慮した商品、たとえば植物由来の原料を使っ
た商品や、リサイクルできる素材の商品、そして簡
易包装などを進めていかなければならないと感じま
した。

　近年、世界中で異
常気象が増えていま
す。日 本 国 内 で も、
過去最高の雨量・過
去最高の積雪・過去
最高の強風・過去最
高の気温を更新しま
した、というニュー
スを毎年のように耳

にします。八戸でも今年の大雪や近年の猛暑のよう
に、ちょっとおかしいなと感じる事が多くなった気
がしてなりません。レターボックスに蕪島の写真を
２枚載せた紙が入っていますが上の写真は去年の９
月、大雨の降った数日後に撮影した蕪島海岸の写真
です。この日は蕪島に限らずかなりの量の流木が川
から流され、鮫地区などの海へ漂流したり海岸へ漂
着したりしました。下の写真は今回の蕪島清掃直後
に撮影したものです。清掃後は写真のように海岸は
とてもきれいになりました。しかし、本当の環境保
全という意味では、汚れた海岸をきれいにすること
ではなく、人災と言えるような自然災害が起きない
ようにすること、上の蕪島の写真のような異常気象
による災害などが起きない世界にすることが、本当
の環境保全だと思います。皆さんもこの２枚の写真
と、セヴァン・カリス = スズキさんのスピーチを読
んでいただき、この機会に「このままでいいのか、
何かできることはないのか」と蕪島の環境だけでな
く、世界の環境の事を考えてみてはいかがでしょう
か。
　世界中の子どもたちの為に！
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