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第 1886 回例会要旨
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・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
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・年度末各委員会報告
≪ビジター≫
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横須賀ＲＣ

中村
勉
毛利 邦彦

《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 ５ 名 を 含 む 30 名。出 席 率
79％です。前々会の例会は、メー
キャップ１名、出席率 76％でした。
四つのテスト
原田職業奉仕委員長

≪本人誕生日≫

様
様
黒田会員

≪会長要件≫小原会長
先週の早朝例会は天気に恵まれ、久
しぶりにラジオ体操を行い、なまった
体を動かしました。長者山に多くの会
員に参加いただき、感謝申し上げます。
昼は、12 時半から当クラブの各委員会
の引継の会合があり、約半分の会員が
参加されました。
夜は、プラザホテルで南分区の現・次年度の会長・
幹事会議に参加しました。結局、私と清川幹事、榊
次年度会長、伊藤次年度幹事は、朝、昼、晩とロー
タリー漬けの一日となりました。本日御出席の中村
ガバナー補佐はシドニーでの国際大会から前日に、
懇親会に出席された北山ガバナーは当日の夕方に八
戸に戻られたとのことで、さぞお疲れのことだった
と思います。この会議で話し合いの結果、新年度か
らのビジター料金については、八戸市内５クラブ統
一料金とはならなかったので、改めて次年度の理事
役員会で当クラブの料金を御審議いただきたいと考
えています。
本日は年度末各委員会報告例会です。各委員会委
員長の皆様、何卒よろしく御願いします。

大澤会員

松田会員

≪結婚記念日≫

長嶺会員
≪幹事報告≫清川幹事
ガバナー事務所より寄付のお願いの
文書が届いています。年度終わりです
ので、財団、米山、国際平和資金、よ
ろしくお願いします。
来週の例会は年度末慰労例会です。
１８時 30 分ワシントンホテルです。
≪ニコニコボックス≫豊川委員
中村勉ガバナー補佐 :
ガバナー補佐としての一年間大変お
世話になりました。
横須賀 RC 毛利邦彦様 :
メ ー キ ャ ッ プ に き ま し た、元 八 戸
RC です。
小原会長 : 中村ガバナー補佐ようこそ、本日は各委
員会委員長の報告例会です。よろしくお
願いします。

清川幹事 : 各委員長、本日はよろしくお願い致します。 《挨拶》横須賀 RC 毛利邦彦様
私は三年前まで八戸クラブにいて幹
榊会員 : 委員長の皆さん今日はよろしくお願いします。
事までやりました。その節には長嶺さ
平光会員 : 来週は年度末慰労例会です。よろしくお
んにも色々とお世話になりました。私
願いします。
は横須賀生まれ、横須賀育ちですが
本人誕生日 : 黒田会員、大澤会員、松田会員
20 年ちょっと前に八戸に来まして、
奥様誕生日 : 大澤会員、伊藤会員
こちらに骨をうずめるつもりでしたが
結婚記念日 : 野澤会員
訳あって戻る事になりました。仕事は
青森ポートリーで養鶏業ですが、
そこでメガソーラー
《広報・雑誌・IT》鈴木委員長
を手がけました。私が設計をして立ち上げましたの
6 月号ロータリーの友の記事を紹介します。縦組
で月に一回は様子を見に来なければと思っています。
p20 に「絶対音感と音痴」という面白い記事が載っ
またお邪魔することもあるかと思いますのでよろし
ていますが、私の学生時代からの合唱仲間にも絶対
くお願いします。我が横須賀ロータリークラブは会
音感の持ち主が 2、3 人います。一人は専門は有機化
員が 120 名でまだ増えると言う事です。女性の会員
学ですが、ピアニストで楽譜を見ただけで頭の中で
も増えていて、八戸クラブとの勝手の違いに驚いて
音楽が鳴り出すらしい。もう一人は医師ですが、小
います。会員には皆様もご存知の小沢さんもいらっ
さい時からバイオリンをやっていたので、どこでも
しゃいます。横須賀に来られた時には歓待しますの
いつでも楽器がなくても、「この音」というと出して
でいらしてください。
くれます。その医師になった彼は、最初は回りの人
たちの音が狂うと苦痛だったようで、私に良く歌え
るな、と不思議そうに話していました。絶対音感と 《各委員会報告》
いうのも不便なものだな、と思ったものです。先日、 《出席委員会》田守委員長
入会二年目でお顔とお名前が一致し
私の孫が「ありのーままにー」ととんでもない音で
ない方も多く不安なスタートでした
歌っていたら、婿殿が「音痴が判る前にピアノを習
が、お陰様で大分一致するようになり
わせなくて、無駄遣いしなくてよかった」と言いま
ました。少しは出席率の向上にお手伝
した。ロータリーの友の記事によると、8 歳くらい
い 出 来 た の で は と 思 っ て お り ま す。
までにどのような刺激を与えるかが重要なのだそう
メーキャップして下さる方は同じ方が
で、そういう意味では孫にピアノを習わせることも
多かったので次年度の桜田委員長さんに引き続きお
良いのかななどと思っています。
願いしたいと思います。100％出席の方は今の所 12
名いらっしゃいますので記念品を贈りたいと思いま
《お礼》中村勉ガバナー補佐
す。
お陰様で一年間、南分区のガバナー
補佐を務めることが出来ました。あ
《親睦活動委員会》平光委員長
りがとうございました。
一年間ニコニコへのご協力、家族例
先般初めてロータリーの国際大会
会、クリスマス例会などへのご協力あ
に出席しました。飛行機の移動時間
りがとうございました。記念品では下
が長く腰に来ました。もともと腰が
田会員、山田会員、小野澤会員には大
悪いので非常に疲れました。感激したのは人数の多
変お世話になりました。ありがとうご
さです。登録人数は 3 万人で午前と午後に分かれて
ざいます。来年度も引き続きよろしく
私たち 2830 地区は午後の部に出席しましたが、シド
お願いします。
ニーのオリンピックスタジアムにびっしりで圧倒さ
れました。その席でオーストラリアの首相がポリオ
《会報委員会》三浦晃委員長
に対して 1 億ドル (2 億円 ) を寄付すると発表し、皆
会報の目標は皆さんの写真を多く撮
さん感激の拍手の嵐でした。
ると言う事で、会報にも写真を多く載
ガバナー補佐として仕事する上で南クラブの石橋
せました。関場 PG からメールでポリ
さんには大変お世話になりました。お陰様で次のガ
オのデータが届きますので、それも会
バナー補佐も八戸クラブの村上さんに決まりました。
報に載せました。これは当クラブだけ
我が八戸中央ロータリークラブは八戸で 5 番目にで
ではないかと思っています。
きたロータリークラブです。約 30 年前に天摩さんがガ
バナーで浅水さんが会長、特別代表は吉田昌平さんで 《広報・雑誌・IT》鈴木委員長
した。時間の流れと申しますか三人ともお亡くなりに
広報に関しまして三社大祭の長生園
なりましたが、八戸中央クラブが 30 年前にできて以来
招待、よろず相談、5 月の蕪島海岸清
八戸では新しいクラブが出来ておりません。私の夢で
掃を新聞社等にお願いしましたがデー
はありますが新しいクラブを作りたいと思っています
リー東北さんが全部取材して載せてく
ので、その時には皆様にもご協力をお願い致します。
れました。IT ではホームページの検索

に引っかかりやすいように蕪島のトイレの所に「祝
三陸復興国立公園」のタイトルを入れたりして工夫
しました。雑誌に関しては毎月この地区に関係のあ
るものをと思い探して紹介しましたがない月もあり
ました。

《社会奉仕委員会》赤穂委員長
毎年の事ですが長生園入所の方々を
三社大祭にご招待し、デーリー東北紙
面でご紹介いただきました。環境保全
委員会と連携し、八高インターアクト
との蕪島清掃にもお手伝いしました。

《会員増強・職業分類委員会》村上委員長
一年間「会員増強・職業分類」委員
長を担当させていただき、より親しみ 《環境保全委員会》桜田委員長
5 月に蕪島清掃と担当例会を行いま
やすい、より活発なロータリーという
した。蕪島清掃に参加していただいた
事で入会歴の浅い会員の方 10 名に集
皆さんありがとうございました。担当
まっていただき会合を持ちました。そ
例会では前の週に近藤さんのお話で担
の中で新会員のお願いもしましたが、
当例会のハードルが上がり、非常に緊
結果的に努力実らず、1 名減という事になりました。
張して臨みましたがお陰様でいい経験
小原会長の 3 名純増の目標を果たせず申し訳ありま
が出来ました。一年間ありがとうございました。
せんでした。
《会員選考委員会》橋本委員長
会員選考・職業奉仕委員会と連携し、
ロータリアンにふさわしい方を増強し
たいと言う事で 1 名の推薦をいただき、
委員会では条件をクリアしましたので
理事会に上げ、理事会でも承認をいた
だきましたが、ご本人の都合がつかず
入会には至りませんでした。1 名の推薦はありまし
たが成果を上げられず残念でした。
《ロータリー情報・退会防止委員会》野澤委員長
担当例会の時に何かありましたらご
相談くださいとお話ししましたが、誰
からも退会すると言うようなお話もな
く良かったなと思っています。6 月 23
日に元 RI 会長の田中作治さんがおい
でになります。黒田先生とも関係の深
い方ですのでお時間がありましたらたくさんの方の
出席をお願いします。

《国際奉仕委員会》法官委員長
南浦項には準備の段階でお手伝いさ
せていただいただけで参加することは
出来ませんでした。次年度の久保田委
員長さんには、大変ご面倒をおかけし
ますが宜しくとの引継ぎを致しまし
た。仕事が忙しいのは皆さんと同じで
すが、今日、ふと思ったのですがロー
タリーに行く事が仕事の中の息抜きだと自分に言い
聞かせ、次年度は過ごしたいと思います。
《国際平和資金委員会》高橋委員長
昨年より名称が新たになり、会員一
名あたり 2,100 円を目標にお願いして
いましたがまだ途中ですので後日改め
て報告させていただきます。会員の皆
様の善意ある献金、ご協力ありがとう
ございました。

《姉妹クラブ委員会》松田委員長
今年度も姉妹クラブである韓国南浦
項クラブとの交流を深める為、11 月 7
《奉仕プロジェクト委員会》榊委員長
日から、小原会長、清川幹事、黒田元
奉仕プロジェクト委員会として、職
RI 理事、佐々木正雄会員の 4 名で南浦
業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、環境保全、
項クラブ３１回目の創立記念例会に参
青少年奉仕の委員会に案内をして合同
加するため訪韓し親睦を深めました。
の委員会を 8 月 29 日と 1 月 14 日の 2
長年姉妹クラブの活動に理解、協力し
回開催しました。皆さんに集まってい
て頂いた佐々木正雄会員が３月１日にお亡くなりに
ただき各委員会の活動についての報告
なりました。これまでのご協力に感謝申し上げます
を聞いたりしましたが、一番よかったのは普段あま
とともに、ご冥福をお祈りいたします。
りお話の出来なかった方々と色々なお話が出来たこ
とです。各委員会が活発に活動する事により、より 《青少年奉仕委員会》吉田委員長
親睦が深まると感じました。
今年より新世代奉仕が青少年奉仕に
変わりました。八高インターアクトク
《職業奉仕委員会》原田委員長
ラブの支援を一年間やって参りまし
職業奉仕委員会は事業が二つありま
た。ロ ー タ リ ー と し て 次 世 代 の リ ー
すが 10 月の職場訪問例会は繰り上げ
ダーシップを発揮する人を育てること
て 9 月に吉田会員の所で行いました。
が、ロータリーの発展の為にとても大
事なことだと本で読んだことがありま
2 月のよろず相談は会場がワシントン
すが、只々高校生と自分のギャップに衝撃を受ける
ホテルに変わりましたがホテルの方に
だけで、リーダーシップを発揮できるお手伝いが出
も手伝っていただき、会場設営も楽に
来たかというと疑問です。次年度の小笠原さんに期
行うことが出来ました。このまま良い方向で続けら
待したいと思います。
れたらと思います。

《ロータリー財団委員会》伊藤委員長
《規定審議・クラブ細則委員会》石橋委員長
活動計画書に三つの項目を掲げまし
本来何もない委員会ですが２０１３
たが、一つ目の財団の活動についての
年の RI の規定審議会がありましたの
広報では、今年度もよろず相談に地区
で、立法案で採択されたものをクラブ
補助金を頂いたことや、地区補助金の
で報告しました。理事会より副会長を
仕組みなどを説明いたしました。また、
２名にしたらどうかとの案がありまし
１１月２８日の担当例会では、地区の
たが、副会長は１名のままで、直前会
財団委員長の長嶺様に卓話をお願いし、皆様の寄付
長にその任務をお願いする事になりました。当クラ
がどのような事に使われているのかお話しいただき
ブの小委員会の見直しを図り、６つの委員会を無く
ました。二つ目に年間寄付一人 160 ドル、7,040 ドル
し 13 の委員会にしました。当クラブの規定審議と細
の目標を立てましたが、一人当たり 110 ドル、4,813
則を見直し新しい本を皆様にお渡ししました。入会
ドルと目標には届きませんでした。ただし黒田会員
１０年未満の会員の意識調査を行いました。
より頂いたポリオプラスの 20,000 ドルを含めると総
額では 24,813 ドルと大幅に上回ることが出来ました。
三つ目に気軽に寄付をして頂けるように財団専用の
袋を作り受付に置きましたが効果はありませんでし
た。ご寄付を頂いた皆様どうもありがとうございま
した。

