
《ゲスト》

工藤晴奈　様

《ビジター》

山村和芳　様 (八戸 RC)

小林　肇　様 (八戸中央 RC)

《お礼》工藤晴奈様

　今日は例会の貴重なお時間を頂戴い

たしまして母から頼まれていた南ロー
タリークラブの皆様へのメッセージと
寄付をお届けに参りました。生前南ロー
タリーの皆様には大変お世話になり私
自身本当に感謝しております。病気に

なってからも温かいお言葉、励ましのお言葉を沢山
いただき、母の生きる希望と勇気になっていたと思
います。入退院を繰り返しながら、退院して自宅に
戻ってくると、例会の日は朝から体調を整えて化粧
をして、私や孫に「母さん痩せてない、きれい、大丈夫」
と聞いていたことを思い出します。本当に南ロータ
リーの皆様にはお世話になりました。お葬式が終わ
り母の写真を整理していると南ロータリーの皆様と
いろんなことをしていたんだなあと思いました。蕪
嶋神社へのお参り、ラジオ体操、元気な時にはゴル
フも、夏のお祭りの写真、クリスマス会、マイクの
前で話している写真もありました。特に夜の例会の
写真はとても笑顔でした。仕事から離れ、皆様のお
仲間に入れて頂きとても良かったと思います。まだ
まだこれからという時でしたが短い人生、中身が濃
かった人生だったと思います。私もこれから家族と
仕事を一生懸命頑張っていこうと思っています。ま
だまだ未熟ですのでこれからもご指導よろしくお願
い致します。簡単ですが私からのご挨拶とさせてい
ただきます。最後に南ロータリーの皆様へと寄付を
残していきましたのでお受け取り下さい。

《工藤十四子さまからのメッセージ》

　南ロータリーの皆様こんにちは、今日は何回目の

例会でしょうか、お世話になりながら感謝の言葉を

お伝えすることが出来ずお別れする事になりました。

蕪島の新年の互礼会、パークホテルのお祭り広場の

ビアガーデン、二次会での平光さんのジュディオン

グの素晴らしかったこと、特に秋の家族例会の時の

会長はじめ皆様の踊り、思い出に残りました。本当

は私も一緒に踊りたかったのですよ、榊さんとは秋

の例会で一緒に踊る約束をしていたのに守れずごめ

んなさい。皆様沢山の思い出をありがとうございま

す。でも、お空の上に行ってもいつも例会に参加し

ますね。楽しい思いでばかりの例会でした。そして

これからもご縁がありますよう、娘をよろしくお願

いいたします。

　

《会長要件》榊会長

　先程工藤様のお嬢様から寄付を頂きま

したが、これはいろいろお話する中で聞

いてはいたのですが工藤様が私達南ロー

タリーの事を思って託して下さったとい

うことでした。ご本人も入会の期間は短

かったと思いますが南ロータリークラブ

の皆さんとふれあえて非常に楽しかった、良かった

と言う事でした。自分の命がわかっていたうえでこ

ういう寄付を頂いたりメッセージを残して頂いたり

と、心の強い方だなあと改めて感じました。私たち

も忘れる事の無いようにしたいと思います。メッセー

ジの中に踊りの話がありましたが、励ましの気持ち

を含めて晴奈さんに、秋になったら工藤さんに剣道

の型を披露してほしい、私も踊りを習っているので

剣道の型を取り入れた踊りを二人で一緒に踊ろうと

いうような事を伝えていましたが、まさかメッセー

ジの中に入っているは思ってもいませんでした。本

当に南ロータリーが大好きな工藤さんでした。改め
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《出席報告》田守副委員長

正会員数 45 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 27 名。出席率 68％

です。40 周年記念例会でした。

熊谷ＳＡＡ
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《委嘱状伝達》

2015-16　2830 地区危機管理委員　長嶺会員

《幹事報告》伊藤幹事

　新会員の推薦が来ています。中村幸

成さん、損害保険ジャパン日本興亜㈱

八戸支社長、職業分類は損害保険、推

薦者は大澤会員です。会員増強委員会

を経て理事会の承認を得ました。この

方につきましてご異議のある方は 1 週

間後の 5 月 7 日正午までに幹事まで書面で申し出て

下さい。

・例会変更のお知らせです。八戸 RC 5 月 6 日 ( 火 )

祝日につき休会、メーキャップ不可、5月 13 日 ( 火 )

時間場所変更、八戸東 RC 5 月 1 日 ( 金 ) 任意休会、

5月8日(金)時間変更、5月15日(金)時間場所変更、

八戸北RC 5月 5日 (火 )祝日につき休会、メーキャッ

プ不可、5 月 26 日 ( 火 ) 時間変更、八戸中央 RC 5

月 11 日 ( 月 ) 時間場所変更

・三戸RC様より創立50周年の予告状が届いています。

9月 10 日 ( 木 )3 時から、住谷野鴛鴦殿です。

・レターボックスに南浦項からのお礼状と記念品が

入っています。当クラブの 40 周年と言う事で会員全

員に頂きました。

・日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会の案内が届

いています。

・昨年の地区大会の記録誌がとどいています。参加

した方のレターボックスに入れてあります。

・ロータリーの友 6月号が届いています。レターボッ

クスに入れてあります。ザ・ロータリアン誌は事務

局に置いてあります。

・5月のロータリーレートは 118 円です。

《ニコニコボックス》平光委員長

小林肇様 (八戸中央 RC):

　6 月 27 日 ( 土 ) 八戸中央 RC 創立 30

周年記念式典に是非皆様ご参加下さいま

すようお願い申し上げます。

榊会長 : コミュニケーション担当よろし

　　　　くお願いします。

伊藤幹事 : 創立 40 周年記念、皆様ありがとうござい

　　　　　ました。

橋本会員 : 創立 40 周年大澤実行委員長、榊会長、伊

　　　　　藤幹事他役員、会員の皆様大変ご苦労様

　　　　　でした。

黒田会員 :写真ありがとうございます。

鈴木会員 : 記念式典写真有難うございました。デー

　　　　　リー東北にうちのタンポポが紹介されま

て思い出します。

　創立 40 周年記念式典、そして祝賀会も無事に終え

ることが出来ました。皆様のご協力と大きな力添え

がありましたこと心より感謝申し上げます。昨年の

9 月より 40 周年記念実行委員会を立ち上げ進めてま

いりました、大澤実行委員長はじめ各委員長、そし

て委員の皆様方長い間本当にご苦労様でした。特に

伊藤幹事にはまとめ役としてフル活動してもらい感

謝、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に有難うご

ざいました。南浦項ロータリークラブの出迎えの為

青森空港まで行ってくれた若手メンバーの方々、そ

して 20 日は二班に分かれ雨の中のゴルフと盛岡のわ

んこそば、21 日は八甲田雪の回廊を通って浅虫へ、

それぞれ参加してくれました会員の皆様方にお礼申

し上げます。ありがとうございました。19 日の二次

会は来賓の方々と南浦項の方々と二手に分かれ別々

の場所で開催しましたが、本当に盛り上がって楽し

く過ごすことが出来ました。南浦項の方々の為に色々

と企画し、うまくいくか心配していましたが皆さん

乗ってくれてうまくいき楽しく過ごすことが出来ま

した。20 日の日の夕食会、工藤さんのお店での二次

会、21 日には浅虫での夕食会と二次会、最後の最後

までご協力ありがとうございました。

　南浦項の会長様よりお礼の文章が届きました。レ

ターボックスに入れてありますが一部をご紹介しま

す。「最後の夜に二次会を終えてからホテルの部屋で

さらに夜遅くまでお酒を交わしたことが今回初めて

でしたが、この事実がまた新たにもう一つの友情の

証として伝えるきっかけになったと思います」とあ

ります。これは浅虫での二次会の後、旅館の吉田さ

んの部屋に向こうが 5 人、こちらが 4 人、狭い部屋

に集まって更にお酒を飲みながらいろんな話をしま

した。これは膝を交えながらのお話だったのでお互

いに気兼ねなく、日本語と英語と韓国語の入り混じっ

た会話でしたが韓国の方々も非常に楽しかった、良

かった、良かったと言う事がありましてその時の事

です。

　この 40 周年を振り返ってみて、会員皆様にそれぞ

れの場面、場面で取り仕切りをしていただきました。

ゴルフであれ、二次会であれ様々なところで皆さんが

裏方として力を出してくれました。それによって結果

的に 40 周年と言う私たちの記念すべき会が盛り上

がって成功したのではないかと思っています。会員の

奥様方にもお手伝いをしていただきまして本当に有難

うございました。最後になりますが、記念講演、記念

式典、ご来賓の方々、各ロータリアンの受け入れに関

してすべてがパーフェクトという訳にはいきませんで

したので、不行き届きの点があったかと思いますがご

容赦願いたいと思います。不備な点は今後の 45 周年、

50 周年に生かして頂いて、さらに飛躍をして素晴ら

しい南ロータリーになってくれればと思います。



　　　　　した。

赤穂会員 :40 周年おつかれ様でした。

熊谷会員 :平光さん写真ありがとうございます。

三川会員 : 実行委員長、会長、幹事様 40 周年おつか

　　　　　れ様でした。

法官会員 :40 周年ご苦労様でした。

西村会員 :40 周年おつかれ様でした。

平光会員 :40 周年式典ごくろうさまでした。5/7 新

　　　　　会員歓迎・40 周年慰労例会です。会費は

　　　　　無料と聞いていますのでニコニコの受付

　　　　　でお待ちしています。

《創立 30 周年記念お願い》小林　肇様

　今日はお願いがあり 10 数年ぶりに

お邪魔しました。八戸中央ロータリー

クラブ二度目の会長の小林です。昨日

の東奥日報にも記載がありましたが貴

クラブの元交換学生で講演者であった

メラニーブロックさんと榊会長さんが

大きく報道されておりました。先日の貴クラブ創立

40 周年記念式典は大変素晴らしかったです。おめで

とうございました。大いに参考になりました。と言

うのは皆様のお蔭をもちまして私達八戸中央ロータ

リークラブは間もなく創立 30 周年を迎えます。すで

にご案内の通り来る 6 月 27 日土曜日、八戸プラザホ

テルアーバンホールに於いて 3 時から予定しており

ます。講師として山形県鶴岡ロータリークラブのパ

ストガバナー藤川享胤さんと、東京恵比寿ロータリー

クラブ公共イメージコーディネーターの司葉子さん

のお二人を予定しております。藤川様は全国各地の

ロータリー周年記念の講師を数回務められており、

今回の演題は「忘れかけているロータリーの心」です。

又、司葉子さんについては 50 歳以上の方は知ってい

ると思いますが美人の女優さんです。演題は「私と

ロータリー」です。今は 80 歳になるそうです。また、

藤川様はゴルフが好きだと言う事で、次の日は日曜

日ですがニュー軽米カントリーにてゴルフ大会を予

定しておりますので併せてゴルフの方の申し込みも

お願い致します。本日は 6 月 27 日開催予定の 30 周

年記念式典に皆様是非多数ご参加下さいます様お願

いに参りました。まだ申し込みをしていない方はぜ

ひお願いします。貴重なお時間をいただきまして誠

にありがとうございます。よろしくお願いします。

《日本タンポポ》鈴木会員

　今日のデーリー東北の一面の下の

所に書いてありましたが、うちに在

来種の蝦夷タンポポというのがあり

まして、父親が何十年か前にどこか

から株分けして庭に植えたのが広

がっていて、薬局の裏にお稲荷さん

がありますがそれを移した時に土と一緒に移したの

が生き残っています。その他に東霊園の墓地の所に

植えた物も広がっていますが本当はそちらを紹介し

て頂きたかったのです。東霊園の東体育館側のタン

ポポをよく見ると在来種で、多分

父親が植えたものが広がっている

のではと思います。今日の記事は

途中を省略しているので少し変に

なっています。後ろのテーブルの

上に在来種と西洋種のタンポポと

違いが書いてある紙を於いてあり

ますのでご覧になってください。

《コミュニケーション委員会》三浦晃委員

　スライドを使いながら当クラブのホームページか

らのリンクなどの説明を行った。
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