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《出席報告》吉田委員
正会員数 43 名。本日の出席は免除
会員３名を含む 19 名。出席率 55％
です。前々会の例会は、メーキャッ
プ 20 名、出席率 100％でした。

第 1912 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
≪出席・親睦≫
・奉仕プロジェクト委員会

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか

熊谷ＳＡＡ

感じが出ています。内容を見ますと 1982 年ですので
32 年位前です。昭和 57 年の記録を調べてみますと
《会長要件》榊会長
当時メラニーさんを迎え入れた会員の方々で今もい
本来であれば今日はコーヒー例会で
らっしゃるのは畠舘会員、橋本会員、慶徳会員、金
ゆっくりという事でしたが例会開催の関
田会員、近藤会員、鈴木会員、黒田会員、野澤会員、
係で通常の例会です。年度が替わり半年
田口会員の 9 名の方です。橋本さんの書いた中に当
たちましたがこれまで皆様からのご協力
時南ロータリーとしての交換学生の受け入れ準備か
を頂いて何とか半年分の行事を終わるこ
とが出来ました。改めて感謝いたします。 ら様々な事が書かれています。メラニーさんの人柄
とか、南ロータリーとしての当時の苦労などが書か
クリスマス家族例会には多数の奥様やお孫さんたち
がみえました。赤穂副会長の木遣りもありました。 れています。今回メラニーさんを講師としてお迎え
しますが、他のクラブからメラニーさんの事を聞か
何回か練習してあそこまで出来ました。半年終わっ
れたときによく解らないというわけにもいきません。
て反省する事もいっぱいありました。残す半年もあ
資料は事務局にありますのでこれを読んでいただけ
りますので気合を入れて頑張りたいと思います。今
れば紹介できる内容が十分に書かれています。南ロー
年は 40 周年という事もあり実行委員会も毎月開催し
タリーで受け入れた交換学生がこのように立派に
ております。大筋の所はほぼ決まりました。2 月の
なっているという事を PR しながらメラニーさんをお
最終例会は 40 周年記念例会の準備例会になっており
迎えしたいと思います。
ますのでそこで発表いたしますが、今までに決まっ
た事では記念講演を当クラブで受け入れた青少年交
換学生のメラニー・ブロックさんにお願いする事に 《幹事報告》伊藤幹事
・ポリオの支援で表彰状を頂きました。
なりました。ご本人からも了解を得ています。メラ
・八戸学院光星高校さんからとてもき
ニーさんは世界で活躍する女性リーダー 50 人にも選
れいなグリーティングカードが届きま
出されたりして活躍されています。現在は在日オー
した。
ストラリア、ニュージーランド商工会議所会頭の要
・例会変更のお知らせです。八戸東
RC
職を務めています。南ロータリーとしては適任者で
1 月 9 日 ( 金 ) の例会 時間変更、八戸北 RC 1 月 6
あると思います。メラニーさんの資料として「南ロー
日 ( 火 ) の例会 場所変更、1 月 27 日 ( 火 ) の例会
タリー 10 年の歩み」の中に交換学生メラニー・ブロッ
時間変更、八戸中央 RC 1 月 5 日（月）任意休会、
ク嬢の思い出というタイトルで橋本会員が書いたも
1 月 12 日（月・祝）祝日につき休会（メーキャップ
のがあります。この中の最初の所が名文句なので
不可）、1 月 19 日（月）時間変更
ちょっと読んでみます。「真夏のオーストラリアから
・1 月のロータリーレートは 118 円です。
一面真っ白に雪化粧した真冬の八戸へ──。オース
・レターボックスにロータリーの友 1 月号が入って
トラリアからの交換学生メラニー・ブロック嬢が村
います。
井勢会長、原子副会長ご夫妻早川会員等の出迎えで
・ハイライト米山とザ・ロータリアン誌が届いてい
三沢空港へ到着したのは、1982 年 1 月 19 日午後 1
ます。
時 30 分であった」というドキュメンタリー風の良い

《ニコニコボックス》平光委員長
榊会長 : 奉仕プロジェクト委員長、今日
はよろしくお願いします。
伊藤幹事 : 今年もお世話になりました。
皆様良い年をお迎えください。
黒田会員：一年間お世話になりました。
ありがとうございました。
小原会員：皆様よいお年を
鈴木会員：改めて Merry Xmas’! 今年もお世話にな
りました。
平光会員 : 先週のクリスマス家族例会たくさんのご
出席、景品、ワイン等のご寄付ありがとう
ございました。
《奉仕プロジェクト委員会》伊藤委員長
皆さんこんにちは、今日は奉仕プロ
ジェクト委員会担当例会という事でお話
させていただきます。奉仕プロジェクト
のお話をする前に RLI について少しお話
をさせて下さい。RLI とはロータリー
リーダーシップ研究会の略で日本での
RLI の支部長、つまりトップは黒田会員です。黒田
会員からうちのクラブから何人参加しますかと聞か
れ、会長と二人で参加しますとお答えした手前二人
で参加しました。実は昨年の RLI にも榊会長と二人
で参加したのですが、二回目以降が中止になり修了
できませんでした。今回榊会長は三回目を所用で参
加できませんでしたが、私は 14 日の雪降りの中参加
して無事修了証とバッチを頂いて来ました。小原さ
んと清川さんが参加した時は朝から夕方までびっし
り 6 コマの授業を三日間でとても大変だったと聞い
ていましたが、私たちの時は去年の一回目は 6 コマ
でしたが、今年は参加者が少なかったため一日 4 コ
マで比較的早く帰ってくることが出来ました。それ
でも対話形式の授業の為気が抜けず結構ハードなセ
ミナーでした。苦労して手に入れたバッチと修了証
です。ここに黒田 RLI 支部長のサインが入っていま
す。( バッチと修了証を見せる ) 修了したからと言っ
て何が判ったかという事もありませんが、参加して
良かったことは自分自身ロータリーについてどれく
らい知っているか、理解しているかまでは行ってい
ませんが、ロータリーについての基礎的な確認が出
来たことと、他所のクラブの方々の考え方や、他所
のクラブでの活動の一端を知ることが出来たことで
す。RLI では会長エレクト、幹事エレクト、入会歴
の浅い会員の方に是非参加してほしいと言う事です
が、私も参加することをお勧めします。できればセ
ミナーは雪の降らないうちにお願いしたいと思いま
す。
さて、当クラブの定款細則に会長エレクトは奉仕
プロジェクト委員長を兼務するとあります。奉仕プ
ロジェクト委員長は何をすればいいのかよく解らな
いままに活動計画書に「奉仕プロジェクト各委員会
が年間行事をスムーズに実施できるよう、連絡を密
にとり進めます。」と発表いたしました。それにのっ
とりまして 9 月 5 日に奉仕プロジェクト委員会の合
同委員会をワシントンホテルの三十三間堂で行い、
各委員長さんに活動方針を発表してもらいました。

又、懇親会の席では色々と貴重なご意見を頂戴しま
した。奉仕プロジェクト委員会には職業奉仕、社会
奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、ロータリー財団の五
つの委員会がありますがそれぞれの委員会の活動に
ついてご報告します。職業奉仕委員会ですが 10 月 2
日に職場訪問例会を行いました。吉田職業奉仕委員
長セッティングの下、法官会員の職場である八戸学
院光星高校さんを職場訪問しました。法官会員のナ
ビゲートで最新の学校設備などを見せて頂きました
が、法官会員の奥様にもお手伝いいただき大変お世
話になりました。職業奉仕委員会としては 2 月のよ
ろず相談が控えておりますがこれも吉田委員長を中
心に着々と準備が進んでいます。よろず相談は 21 回
目を数えますが第一回は大澤会員が会長の時に 20 周
年の記念事業として始められたと聞いております。
RLI では各クラブの事業を発表する場がありました
が、他所のクラブにも誇れる立派な事業として継続
していきたいと思いました。社会奉仕委員会では 8
月 1 日に長生園の方々を三社大祭にご招待しました。
今年から吉田会員の事業所であるホープフルのぎく
園の方々もご招待する事になり観覧席も 30 席から
50 席に増やしてお迎えしました。当日は雨模様で心
配しましたが赤穂副会長が用意してくれたブルー
シートもあり無事終えることが出来ました。皆さん
に喜んでもらえたと思います。このお祭りへのご招
待ですが調べてみると第 4 代の種市会長の時が始ま
りだと思います。かれこれ 35 年ほど続いていますが
長生園の方々も毎年楽しみにしているようです。社
会奉仕委員会としては 5 月の蕪島清掃があります。
プログラムでは 5 月 2 日を予定しております。多数
の皆様のご協力をお願いします。国際奉仕委員会で
は 10 月 16 日の担当例会に地区の米山委員である北
RC の平野榮子さんとマレーシアからの米山奨学生、
リム・ユウジャさんをお迎えして卓話を頂きました。
この席では米山担当国際奉仕副委員長の山田会員よ
り米山に関する情報をスピーチして頂きました。皆
様の御芳志が有効に使われていることをご理解いた
だけたのでないかと思っています。11 月 3 日から南
浦項の記念例会への出席の為、久保田国際奉仕委員
長を団長として 7 名の方が韓国を訪問し友好を深め
てまいりました。その時の様子は 11 月 13 日の担当
例会で楽しいビデオと共にご紹介いただきました。
当クラブの 40 周年の式典には南浦項の方もお出で頂
けると思いますので皆様と共に友好を深めたいと思
います。ご協力をお願いします。国際奉仕委員会で
は国際平和資金の募金活動も大事な活動です。国際
平和相談が控えておりますがこれも吉田委員長を中
心に着々と準備が進んでいます。よろず相談は 21 回
目を数えますが第一回は大澤会員が会長の時に 20 周
年の記念事業として始められたと聞いております。
RLI では各クラブの事業を発表する場がありました
が、他所のクラブにも誇れる立派な事業として継続
していきたいと思いました。社会奉仕委員会では 8
月 1 日に長生園の方々を三社大祭にご招待しました。
今年から吉田会員の事業所であるホープフルのぎく
園の方々もご招待する事になり観覧席も 30 席から
50 席に増やしてお迎えしました。当日は雨模様で心
配しましたが赤穂副会長が用意してくれたブルー

シートもあり無事終えることが出来ました。皆さん
に喜んでもらえたと思います。このお祭りへのご招
待ですが調べてみると第 4 代の種市会長の時が始ま
りだと思います。かれこれ 35 年ほど続いていますが
長生園の方々も毎年楽しみにしているようです。社
会奉仕委員会としては 5 月の蕪島清掃があります。
プログラムでは 5 月 2 日を予定しております。多数
の皆様のご協力をお願いします。国際奉仕委員会で
は 10 月 16 日の担当例会に地区の米山委員である北
RC の平野榮子さんとマレーシアからの米山奨学生、
リム・ユウジャさんをお迎えして卓話を頂きました。
この席では米山担当国際奉仕副委員長の山田会員よ
り米山に関する情報をスピーチして頂きました。皆
様の御芳志が有効に使われていることをご理解いた
だけたのでないかと思っています。11 月 3 日から南
浦項の記念例会への出席の為、久保田国際奉仕委員
長を団長として 7 名の方が韓国を訪問し友好を深め
てまいりました。その時の様子は 11 月 13 日の担当
例会で楽しいビデオと共にご紹介いただきました。
当クラブの 40 周年の式典には南浦項の方もお出で頂
けると思いますので皆様と共に友好を深めたいと思
います。ご協力をお願いします。国際奉仕委員会で
は国際平和資金の募金活動も大事な活動です。国際
平和資金は当地区からポリオの為に外国で活動する
方々や青少年のアクト、ライラ等の補助にも使われ
ています。充分な活動が出来るよう皆様のご協力を
お願いします。青少年奉仕委員会は主に八高インター
アクトクラブの活動の手助けをしておりますが、今
年も 7 月 26 日、27 日につがる地球村で行われたイ

ンターアクト年次大会へ榊会長、小笠原青少年奉仕
委員長と共に引率し参加してきました。9 月 18 日の
担当例会では八高生 7 名と顧問の先生 2 名をお迎え
しスピーチをしてもらいましたが、私たちが思って
いる以上に生徒たちが様々な奉仕活動をしているこ
とに驚きました。先週のクリスマス家族会にも 10 名
の生徒と二人の顧問の先生に参加していただき一緒
に楽しみました。特に八高生のダンスは小さいお子
さんたちに大評判でアンコールまでありました。5
月の蕪島清掃も一緒に行いますが、生徒さんたちに
私たちとの交流の中で少しでもプラスの面が出てく
るように願っています。ロータリー財団委員会は 11
月 27 日の担当例会で清川委員長がロータリーのホー
ムページから皆さんのお役に立つ情報はないかと探
し提示してくれました。また、地区の財団委員長で
ある長嶺会員と補助金委員長の熊谷会員に財団の活
動内容を分かりやすく解説して頂きました。財団の
活動は皆様の寄付金で成り立っておりますが、色々
な形でクラブの活動にも反映していることをご理解
いただきご協力をお願いします。
以上各奉仕プロジェクト委員会の活動をお話しし
ましたが、ロータリーの大事な奉仕にクラブ奉仕が
あります。クラブ奉仕とは定款には「クラブの機能
を充実させるために、クラブ内で会員が摂るべき行
動に関わるものである。」とあります。例会に出席す
る事も大事なクラブ奉仕です。皆様の例会出席と各
行事への参加をお願いして終わります。ありがとう
ございました。

