
《ビジター》

山崎 悟朗　様（次年度南Ｇガバナー補佐・八戸東ＲＣ）

岩岡 隆雄　様（八戸東ＲＣ）

《会長要件》榊会長

　6 月も半ばになり新年度の準備も進

んでおります。先ほど来新しい出席委

員長の大橋さんと親睦委員長の吉田賢

治さんがお仕事をされていますが、こ

の方々は今年入会されて既に次年度の

委員長に推されました。優秀な人材と

皆さん期待しておりますのでよろしくお願いします。

　私も多少時間が取れるようになりましたので前か

ら行きたいと思っていた同じ仕事の社労士のいるク

ラブへメーキャップに行ってきました。この方とは

15 年ほど前に東京で知り合ったのですが千葉在住の

方で千葉北ロータリークラブで今年、私と同じ年度

に会長をなさっています。時間が取れたら是非表敬

訪問をしますと言っていたのですがようやく 5 月 22

日に行くことが出来ました。規模は 23 名の小規模な

クラブでしたが和気あいあいとした雰囲気でした。

行く事を前もって伝えていたので例会場のホテルの

マネージャーさんが待っていてくれて「八戸からお

出での榊さんですよね、実は私十和田の出身なんで

す」という所から話が始まり、お兄さんが十和田東

ロータリークラブに在籍しています、もともとは中

国に住んでいましたが、中国の父が亡くなったので

母親の出身地の十和田に戻ってきましたというお話

で、そういえば十和田東の周年に行った時に姉妹ク

ラブの台湾の方と普通に会話している方がいました

ので「これこれこういう方ですか」と聞いたら、そ

れが私の兄ですと言う事でした。そのほかにも久慈

の侍浜出身の方などもいて名刺交換をしてきました。

向こうのクラブでは会長エレクトなどは 40 代の若い

方でした。一つアドバイスを頂いてきたのですが、

どうせメーキャップに行くのなら東京ロータリーク

ラブに行ったほうが良いですよ、受け入れ態勢が出

来ていますからとの事でした。例会場は帝国ホテル

で会員は334名いるそうです。但し5月～10月はクー

ルビズで、ノーネクタイ、ジャケット着用でお願い

しますと言う事でした。頂いた資料を見ますと卓話

する人によってビジター料が違っていて、4,000 円

の時もあれば、花王の会長さんの卓話の時は 5,000

円となっていて、おそらくちょっとお金もかかるの

で負担もしているのかなと思いましたが、やはり東

京だな、有名な人達の卓話を聞くことが出来るのか

と思いました。今年度が終われば少しは時間が取れ

ると思いますので、いつかは東京ロータリークラブ

へメーキャップに行きたいと思いました。

　千葉北ロータリークラブとバナーの交換をしてき

ました。向こうの会長さん、千葉さんと言いますが「今

年度バナー交換をしたのは初めてです、どうすれば

いいですか」と言っていましたが、私も初めてなの

でとにかく交換しましょうと笑いながら交換してき

ました。

《スポンサーバッヂ伝達》

榊会長　　　　　 伊藤会員　　　　 久保田会員

《奥様誕生日》

長嶺会員　　　　 伊藤会員
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《出席報告》桜田委員長

正会員数 45 名。本日の出席は免除

会員３名を含む 26 名。出席率 71％

です。前々会の例会は、メーキャッ

プなし、出席率 81％でした。
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皆さんとロータリーについて語り合いたいと思いま

す。来年の 2 月 6 日に南グループの IM を行う予定で

す。内容についてはまだできておりませんが、いろ

んな意味で皆様のご協力をいただく事になると思い

ます。一年間どうぞよろしくお願いします。

《次年度幹事クラブ挨拶》岩岡隆雄様 (八戸東 RC)

　次年度八戸東クラブで南グループの

幹事クラブを担当させていただきま

す。7 月早々 17 日の金曜日に合同例会

を開催させていただきます。後ほど書

面でご案内は致しますが後一か月もな

いと言う事で各クラブにご挨拶をし

て、予めご準備して頂きたいと思い本日お邪魔いた

しました。17 日は朝から親睦のゴルフも企画してお

ります、合同例会の中で表彰式を華々しくさせて頂

きたいと思っていますので、是非皆様のご参加をお

願いします。どうぞ次年度よろしくお願いします。

《年度末各委員会報告》

《出席委員会》桜田委員長

　出席委員会の任務を仰せつかって一

年経ちます。本来であれば委員長自ら

100％出席をしなければとは思ってい

ましたが、なかなかそうは成らず申し

訳なく思っています。今期当クラブの

出席 100％の方は 11 名いらっしゃいま

す。11 名の方々お疲れ様です。例会はあと二回あり

ますのでしっかりと 100％を決めて頂きたいと思っ

ています。100％の方には後で記念品をお贈りします。

一年間どうもありがとうございました。

《親睦活動委員会》平光委員長

　今年度の記念品は、本人誕生日は吉

田立盛会員のご紹介で合同会社ふれ愛

プラザあおば様のご協力で施設の利用

者の方々の手作りの小物の詰め合わせ

を贈らせていただきました。奥様誕生

日はハリカ八戸店の小笠原会員、結婚

記念日はセプドールの音喜多会員にご協力いただき

ました、ご協力いただきました会員の皆様に感謝申

し上げます。ニコニコボックスの受付をさせて頂き

ましたが、皆様のご協力ありがとうございました。

《コミュニケーション委員会》米内委員長

　副委員長の清川さんと伊藤幹事のお

かげで会報は読みやすいものを作って

いただいたと思っています。私はロー

タリーの友のご紹介はあまり出来ませ

んでしたので、次年度の三浦さんには

よろしくお願いしたいと思います。

《会員増強委員会》小原委員長

　当初の委員長さんが突然退会され

ましたので就任しました。私自身は

本当に何もしない委員長で申し訳な

かったのですが、会長、幹事をはじ

め会員の皆様のご推薦をいただきま

《結婚記念日》

山村会員　　　　 長嶺会員　　　　 清川会員

《幹事報告》伊藤幹事

・レターボックスの中に新しい年間プロ

グラムが入っています。二点変更になっ

ています。7 月の 8RC 合同例会は 7 月 17

日 ( 金 ) です。2 月のよろず相談報告例

会は、2 月 6 日が南グループの IM の為

に 2月 13 日に変更しました。

・全国ロータリーポリオプラスプログラム研修セミ

ナーの案内が届いています。8月 23 日、東京です。

・来週は年度末慰労例会と南風会ゴルフです。

《ニコニコボックス》平光委員長

八戸東 RC 岩岡隆雄様 :

　次年度幹事クラブを担当します。合

同例会のご案内に来ました。よろしく

お願いします。

榊会長 : 委員長のみなさん今日は宜し

　　　　くお願いします。

伊藤幹事 :各委員長の皆様よろしくお願いします。

山村会員 :6 月 4 日早朝例会出席の皆様、ご苦労様で

　　　　した。

西村会員 :各委員長様、ごくろう様でした。

平光会員:来週は年度末慰労例会です。ニコニコボッ

　　　　クスの受付もいたします。

奥様誕生日 :長嶺会員、伊藤会員

結婚記念日 :長嶺会員、山村会員、清川会員

《創立 40 周年決算報告》長嶺 40 周年総務委員長

　決算を読み上げ拍手により承認

《創立 40 周年実行委員会解散式》榊会長

　今日は大澤実行委員長が欠席なので私が代行しま

す。

　先程決算の承認をいただきました。昨年の 9 月か

ら長い間 40 周年の為に活動して参りましたがこれを

もちまして実行委員会を解散いたします。長い間ど

うもありがとうございました。

《次年度南グループガバナー補佐挨拶》

山崎悟朗様 (八戸東 RC)

　次年度南グループガバナー補佐の

山崎です、よろしくお願いします。

ガバナーと各クラブのコーディネー

ト的役割を担うのがガバナー補佐だ

と思っています。南グループには 8

クラブありますので一年かけて各ク

ラブを何回かは訪問させていただき、



して、今年度は 6 名の入会推薦をいただきました。

年度内に 4 名の方が入会され、新年度早々に 2 名の

方に入っていただく予定になっています。

　残念ながら工藤十四子さんがお亡くなりになり、

もう一人退会者があり現時点で純増 2 名と言う事で

したが皆様のご協力に感謝いたします。会員増強の

パンフレットは遅くなっていますが今年度中に配布

できると思います。

《社会奉仕委員会》長嶺委員長

　8 月 1 日に長生園の方と吉田さんの

施設の方を招待して三社大祭を楽しん

でいただきました。2 月にはよろず相

談を行い、5 月には蕪島清掃を八高イ

ンターアクトの皆さんと一緒に楽しく

行いました。今回、社会奉仕委員長を

やりまして、いつも思っていたよろず相談が職業奉

仕なのか社会奉仕なのかと考える時間がありとても

勉強になりました。一年間どうもありがとうござい

ました。

《国際奉仕委員会》久保田委員長

　国際奉仕は姉妹クラブ訪問に委員の

三川会員と、会長と共に行き式典及び

親睦を図って参りました。今日お見え

になっている商工会議所会頭の福島さ

んより、漁業から見た国際関係と言う

事でお願いして卓話をいただきまし

た。また、韓国の方が 40 周年にお見えになった時は

国際奉仕として進んで接待に努めました。

《ロータリー財団委員会》清川委員長

　今年度は地区の目標である年次寄付

とポリオプラスを合わせて年間一人

160 ドルと言う目標を立てました。昨

日現在で 1,425 ドル 77 セントの寄付を

頂いており、今日山村さんから寄付を

頂きましたのでこれにプラスになりま

す。地区からは 6 月 18 日までに寄付を頂きたいとの

通達がありましたが、まだ一週間ありますのでご協

力いただける方はよろしくお願いします。

《規定審議・クラブ細則委員会》鈴木委員長

　最初に立てた計画では会長から何か諮

問があれば委員会を開催し検討すると言

う事でしたが、そういう諮問はありませ

んでしたので委員会は開催しておりませ

ん。担当の例会の時には黒田元 RI 理事

にお願いをして、最新の RI の動向をお

話して頂きました。

《奉仕プロジェクト委員会》伊藤委員長

　奉仕プロジェクト委員会は職業奉仕、

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をまとめる

と言いますか、それぞれの委員長さん

から事業がスムーズに行くように相談

を受けながらと言う事で 9 月に合同の

委員会を開き、各委員長さんから色々なご意見を伺

いながら進めてまいりました。お陰様で年度初めに

立てました目標も滞りなく行われたと思っています。

12 月の担当例会では上期の事業報告をさせて頂きま

したが、下期に於きましてもよろず相談、蕪島清掃

など滞りなく終えることが出来ました。


	2015-6-11-1
	2015-6-11-2
	2015-6-11-3

