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《出席報告》田守副委員長
正会員数 44 名。本日の出席は免除
会員６名を含む 26 名。出席率 68％
です。前々会の例会は、メーキャッ
プなし、出席率 69％でした。

第 1920 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
≪出席・親睦≫
・40 周年実行委員会

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

というような事を言っていましたが終始和やかな雰
囲気でした。これからまたメーキャップに伺います
《会長要件》榊会長
ので他所のクラブの雰囲気を学んで来たいと思いま
先週はお休みしましたので赤穂副会長
す。
さんにお願いいたしました。ありがとう
ございました。
今日は 40 周年打合せ例会です。40 周年 《米山功労者伝達》
は 4 月 19 日ですので間近に迫って参り
ました。実行委員会で今まで決まった事
を各委員長さんから発表してもらいます。前回の実
行委員会の席で伊藤幹事からお話があり南グルーブ
の各クラブへ二人で回ろうと言う事で火曜日には名
川 RC へ伊藤幹事が、昨日は私が八戸 RC へ 40 周年の
事と記念講演の PR を兼ねて行ってきました。また、
工藤ガバナー事務所から各クラブ会長宛にクラブの
活動状況を寄稿してほしいとの連絡があり、締め切
黒田会員 24 回目 メジャードナー
りは毎月 20 日と言う事で早速 40 周年の事とメラニー
さんの記念講演の事、よろず相談の事を写真を添え
て送りました。ガバナー事務所へ問い合わせたとこ 《幹事報告》伊藤幹事
・先週皆様にお伝えした新会員候補者、
ろ 3 月 1 日の月信に載りますと言う事でした。さま
大橋央雅さんについて異議の申し立て
ざまな PR をしながら 4 月 19 日に向けて盛り上げる
がありませんでした。クラブ定款細則
ように活動をしています。引き続き 3 月の初めにか
12 条 5 節に基づいて入会金を納める事
けて二人で回って PR をしてきます。私はメーキャッ
により大橋さんは当クラブの会員とな
プが初めてでしたが八戸クラブへ行ってきました。
ります。よろしくお願いします。
会場も違う、雰囲気も違うと緊張していたのですが
・先程黒田会員に米山功労者の伝達がありましたが、
同じテーブルの方がノーネクタイでカジュアルな服
米山事務局より黒田会員宛にお礼状が届いています
装でしたのでつい「八戸 RC さんはこういう服装で大
のでご紹介します。( 礼状読み上げ )
丈夫ですか」と聞いたところ、うちは皆さんから固
・例会変更のお知らせです。八戸 RC 3 月 25 日 ( 水 )
いというイメージで見られているので今はこのよう
場所変更、八戸北 RC 3 月 24 日 ( 火 ) 時間変更、3
にくだけた感じで楽しくやっていますと言う事でし
月 31 日 ( 火 ) 任意休会、八戸中央 RC 3 月 30 日 ( 月 )
た。例会の進め方も以外にラフな感じであちこちか
任意休会
ら笑いが起こり、初めは緊張していましたが馴染む
・3
月のロータリーレートは 118 円です。レターボッ
ことが出来ました。その日はゲストスピーチで国際
クスにロータリーの友 3 月号が入っています。
ソロプチミストの会長さんの卓話で時間も 30 分きっ
ちり取ってあり、内容もきっちり伝えていました。
最後に、楽しげな雰囲気を私が壊してしまいました

《ニコニコボックス》平光委員長
榊会長 :40 周年実行委員長および各委
員長皆さんよろしくお願いし
ます。
伊藤幹事 : 創立記念打合せ例会よろし
くお願いします。
原田会員 ( テーブル代表 ):
我が IDM の残金です。
平光会員 :3 月もニコニコボックスへのご協力お願い
致します。
小原会員 :
本人誕生日 : 近藤会員

の席順等を作成します。
・会場の看板等は 30 周年の DVD を参考
に作成します。
・総務委員会として予算と決算の作成
の他当日のメーキャップカードや当日
の領収書の作成などがあり最後にお礼
状の発送をする事になっています。

《記念事業委員会》久保田委員長
・記念事業については実行委員長から
発表がありましたので重複するので割
愛します。
・記念講演のチラシを作成しましたが
せっかく講師の方をお願いしても聴く
《40 周年実行委員会》大澤実行委員長
方が少ないともったいないのでお知り
式典・祝賀会まで 2 か月足らずとな
合いの方やご家族の方にお話して頂いて動員をお願
りました。これから忙しくなると思い
ますので皆様ご協力をお願いします。 いします。申し込みは事務局となっていますが人数
把握のための申込みですのでご協力をお願いします。
これまでの進捗状況についてお話しま
す。詳しい事は各担当委員長さんより
《記録・編集委員会》三浦晃委員長
お話します。
・記念誌は当日配布するものとして中
・事前の準備として予算立てを行いました。
外印刷さんに依頼する。内容は 35 周年
・案内状は今月の上旬に発送しました。奥様方へも
の記念誌と同様のスタイルとする。大
先日発送しましたので、当日の出迎えなど協力して
澤実行委員長式辞、榊会長挨拶、祝辞
頂ける奥様にはお願いします。
は八戸市庁、RI 会長、南浦項会長、工
・記念誌に掲載する原稿を依頼しています。執筆予
藤ガバナー、八戸 RC 会長、メラニーさ
定者の方は 3 月 10 日までにご提出ください。
ん、記事として黒田会員に元 RI 理事もしくは現在の
・ホテルの手配などは確認の上手配済みです。
RI での役職で依頼する、チャーターメンバー 3 人を
・4 月 19 日当日のスケジュールは 14 時 30 分からメ
ラニー・ブロックさんの記念講演を予定しています。 代表して橋本会員に依頼する、記念事業報告は久保
田委員長、35 代、36 代、37 代、38 代、39 代の会長
時間は約 1 時間、演題は「八戸から受けた恵み／今
に会長年度の思い出を依頼する。
後の日豪関係のあり方」で一般の方も参加できます
・記録誌は後日配布するものとして DVD を作成する。
のでお誘いあって参加して盛り上げて頂きたいと思
撮影・製作はサウンドクリエイトさんに依頼する。
います。メラニーさんは 1982 年の 1 月から一年間交
・記念誌について話し合いの結果、今回は祝辞部分
換学生として八戸に滞在し、うちのクラブでお世話
の顔写真はカラー印刷とする。会員紹介のページは
した方で榊会長が色々と連絡を取ってくださったと
前回同様モノクロ印刷とする。蕪嶋トイレの記事も
ころ喜んで八戸に行きますと言う事でした。メラニー
あった方が良いと言う事で原稿は三川会員に依頼す
さんは在日オーストラリア・ニュージーランド商工
る事としました。
会議所会頭と言う要職に在り、また、世界で活躍す
る女性リーダー 50 人にも選ばれたこともあります。
ひじょうに内容のある講演になるのではと期待して 《式典・祝賀委員会》熊谷委員長
40 周年の組織は大澤実行委員長、三
おります。講演の後 16 時 30 分から 17 時 30 分頃ま
川副実行委員長の下、総務委員会、記
で記念式典、その後 18 時から 20 時頃まで祝賀会で
念事業委員会、記録・編集委員会、式典・
すがこちらは熊谷委員長の下、準備が進んでいます。
祝賀委員会の四つの委員会に分かれて
・記念事業として先程お話した記念講演と記念誌の
いますが、式典・祝賀委員会はさらに
発行、八戸市への寄付、ポリオへの寄付を考えてお
南浦項を担当する国際交流部門と式典
ります。
担当部門と祝賀担当部門に枝分かれしています。国
・南浦項への接待は直前にならないと人数も顔ぶれ
際交流部門の小原副委員長さんと吉田副委員長さん
も日程も分からず気をもむところですが、南浦項の
に南浦項接待の企画を立案してもらう事になってい
方々は陽気な方々ですから夜遅くまでお酒を飲んで
ますが、まだ南浦項から返事が来ていないので何も
騒ぎます。接待は担当の委員の方だけでなく皆様に
決められずこれからのお仕事になりますが、お二人
もお手伝いをお願い致します。
にはよろしくお願いします。式典・祝賀については
だいたいのスケジュールが決まりました。式典は 16
《総務委員会》長嶺委員長
・会場の確保と招待者名簿の作成を 1 月中に終え、 時 30 分から約一時間、祝賀会は 18 時から 20 時まで
の予定です。式典は私が進行を担当します。( この
2 月初旬に案内状を発送しました。3 月 15 日が出欠
後式典・祝賀会のプログラム内容を説明 )
の締め切りですから出欠が出そろったところで当日

