
《ビジター》

宗　　定史　様 (三戸 RC)

柿崎　隆雄　様 (八戸東 RC)

《会長要件》伊藤会長

　7 月 25 日、26 日とインターアクト年

次大会が南部町であり長嶺ガバナーエレ

クトと参加してきました。50 回目の年次

大会でオープニングはホストの名久井農

業高校郷土芸能部の太鼓の演奏で始まり

ましたが大変素晴らしく皆様にも見て頂

きたいと思いました。基調講演としてこちらも名久

井農業高校の生徒さんの発表がありましたが只々感

動の一言につきました。私たちの身近にこのような

若い方達がいる事に気づかせてくれた年次大会に感

謝します。日程の調整が付けば例会で発表して頂き

たいと思っています。ホスト校の生徒さんはじめ推

奨クラブの南部ロータリーの皆さんには大変お世話

になりました。食事会の後の懇親会では鈴木ガバナー

はじめロータリアンの方々と楽しく過ごすことが出

来ました。来年は弘前での開催になりますが皆さん

も参加なさることをお勧めします。

　RI からのメールをご紹介します。( ポリオについ

てのメールを読み上げ ) メールにもありましたがエ

ンドポリオの活動にはビル・ゲイツ財団の協力があ

り、私たちのポリオへの寄付に対してゲイツ財団が 2

倍額の寄付をしてくれていますが、今なら 3 倍額の

寄付を頂けると言う事ですので是非ポリオプラスへ

のご協力をお願い致します。

　昨日 FAX で地区大会のご案内をしましたが先週米

谷地区幹事長もおっしゃっていましたように来年の

地区大会のリハーサルだと思って沢山の方に参加し

ていただきたいと思います。青森までの車中では普

段と違ったお話ができ親睦を深める良い機会です。

地区大会に参加して交流の輪を広げましょう。よろ

しくお願いします。

　今日は三戸クラブの宗さんがお越しです。後でお

話があると思いますが 9 月 10 日は三戸 RC の 50 周年

です。皆さんで参加してお祝いをしたいと思います

のでよろしくお願いします。

《本人誕生日》

中村会員

《幹事報告》吉田立盛幹事

・三戸 RC 創立 50 周年の出欠を回してい

ます。

・ザ・ロータリアン誌が届いています。

・レターボックスにロータリーの友 8 月

号が入っています。

◎定例理事役員会報告

・9 月のプログラムについて、9 月 3 日 ( 木 ) の例会

のタイトルを「地区大会出発打合せ例会」から「次

年度地区大会準備例会」に変更します。9月10日(木)

例会変更で 9 月 13 日 ( 日 ) 家族レクリェーション例

会、グリーンヒルおおのです。9 月 17 日 ( 木 ) 地区

大会報告例会、9 月 23 日 ( 木 ) コミュニケーション

委員会担当例会 ( 雑誌 ) です。八高生の都合がつけ

ばインターアクトの報告も一緒に行います。

・新会員候補者について理事会の承認を得ました。

原 久美さん、縄文の詩 代表、予定されている職業

分類は飲食業、推薦者は豊川会員です。ご異議のあ

る方は 8 月 6 日正午までに幹事まで文書で申し出て

下さい。

 

2015-16 年度ＲＩのテーマ「世界へのプレゼントになろう」
ＲＩ会長　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン（ Be a gift to the world）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30　例会場：八戸パークホテル

●ガバナー　鈴木　唯司   ● 会長　伊藤　斉  ● 幹事　吉田　立盛  ●コミュニケーション委員長　三浦　晃

ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/　　Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp　
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2015/

《出席報告》大橋委員長

正会員数 46 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 30 名。出席率 73％

です。前々会の例会は、合同例会

でした。

平光ＳＡＡ

第 1940 回 例 会 記 録
《各委員長挨拶例会》
2015年 7月 30 日（木）

点鐘　12：30
レポート No.1372

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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



メーキャップ扱いになります。

《各委員長挨拶》司会　吉田立盛幹事

《クラブ組織運営委員会》米内委員長

　この度クラブ組織運営委員長を仰せ

つかった米内です。私の役目は各委員

会の活動が会長の方針に沿ってきちん

と行えるように努力して、基本理念と

基本行動がぶれることなく、そして変

化にも対応して有意義な活動となれる

よう各委員会の方々に活動して頂くと言う事です。

どうか一年間よろしくお願い致します。

《出席委員会》大橋委員長

　今年度の活動計画を発表します。我々

ロータリークラブは会員の皆様の親睦

を前提として活動しております。その

為例会の出席は皆様の義務であると考

えます。例会を通じより広範囲な親睦

と活発な活動の活力が生まれると思い

ます。以上の目的を達成するために高い出席率を目

指したいと思います。その為に例会への出席を奨励

しやむを得ず欠席の場合はメーキャップをお願いし

ます。年間 100％出席者へは従来通り記念品の贈呈

を行います。地区大会などへ行った時は他地区の方

からもアドバイスを求めます。例会の出席が低下し

ている会員については積極的に連絡を取って出席し

て頂くよう努めます。

《親睦活動委員会》吉田賢治委員長

　親睦活動委員会は伊藤会長、吉田幹事、

理事役員の皆様、そして会員の皆様の意

見をしっかりと受け止め会員相互の親睦

を図っていくように頑張っていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。早

速ですが来週納涼例会がございますので

是非皆様のご出席をお願いいたします。

《コミュニケーション委員会》久保田副委員長

　委員長が所用で退席しましたので代

わりに発表いたします。

　「会報は確実な記録として、できるだけ

読みやすい紙面にさせて、ロータリーの

友は皆様に読んで頂けるようなお知らせ

をさせていただきます。」との事です。

《会員増強委員会》三川委員長

　今年度会員増強委員長を拝命した三

川でございます。昨年の小原委員長の

後をついで頑張っていきたいと思いま

す。今年度地区のテーマが「ミラクル

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

三戸 RC 宗様 :

50 周年よろしくお願いします。

伊藤会長 : 各委員長の皆様よろしくお

　　　　願いします。

平光会員 : 各委員長よろしくお願いし

　　　　ます。

法官会員 :各委員長ご苦労様です。

本人誕生日 :中村会員

《ご挨拶》宗　定史様 (三戸 RC)

　今日は日頃お世話頂いている皆様へ

の御礼と当クラブ創立 50 周年式典・祝

賀会のご案内、出席のお願いに参上い

たしました。4 月 19 日の御クラブの創

立 40 周年記念式典・祝賀会誠に素晴ら

しい会だったなあと感動して帰りまし

た。三戸は会員 12 名でとてもまねは出来ませんが、

高齢者ぞろいの私共ですが誠心誠意尽くしておもて

なしをすればなんとか通じるだろうと言う事で今回

式典・祝賀会を開く事になりました。本来であれば

6 月でしたけれども年度末の忙しい時期でもありご

迷惑をおかけするのではないかと言う事で、年度も

改まりました 9 月 10 日の木曜日に決めさせていただ

きました。土曜日とか日曜日ではなく皆様にはご迷

惑をおかけしますが 3 時から三戸町の住谷野鴛鴦殿

で行いますのでご出席をお願いしたいと思っており

ます。スペシャルゲストとしてオーストラリアから

ビル・フォーレストという 9650 地区パストガバナー

をお迎えしております。私どものクラブでは 1970 年

からオーストラリアとの青少年交換計画を始めまし

て松尾市兵衛さんがフォーレストさんとお近づきを

いただき始めました。当クラブの受け入れ学生は 27

名でその内オーストリアから 16 名、ニュージーラン

ドから 1 名来ております。派遣学生は 28 名でオース

トラリアへは 19 名派遣しております。こういった状

況でこの方は無くてはならない方です。この方は三

戸が好きで奥さんと一緒に一年間三戸に住んだこと

もあります。一年間三戸町民になったわけです。ク

ラリネットの名手でもありまして三戸に住んでいた

時には八戸の楽団の方と演奏をなさっていたそうで

す。今回も当クラブの工藤会員が団長をしている楽

団の方との合奏も予定しておりますのでどうぞお楽

しみにしてください。皆様には大変ご迷惑をおかけ

しますが是非是非ご参加下いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

《社会奉仕委員会》石橋委員長

　明後日の長生園の皆様とのお祭り見

学につきまして皆様のご協力をお願い

します。2 時 30 分にお集まりいただく

ことにしていますがお通りが通るのは 4

時過ぎくらいになりますのでよろしく

お願いします。新しい会員の方もいらっ

しゃいますので場所をご説明しますが長者公民館の

前の所に椅子を並べております。駐車場は南宗寺さ

んにお願いしてありますのでご利用ください。社会

奉仕活動の一環ですので参加された方は当クラブの



1200again」と言う事で是非とも 1200 を目指したい

とガバナーが張り切っておられます。先日ガバナー

公式訪問の前日に親しく懇親の場を持つことが出来

まして、ガバナーと私達県内のロータリアンとのつ

ながりが、うちのロータリークラブもその一つです

が徐々に、徐々に深まっている感を実感いたしまし

た。昨年度の実績は純増 1 と言う事でございました。

4 名入られましたが残念ながら 2 名の方が退会し 1

名の方がご逝去され純増 1と言う事でした。

　私の今年度掲げた目標は純増 5 名と言う事でござ

います。5 名と言う数字が多いか少ないかは分かり

ませんがあまり高い目標を掲げても駄目だし、小さ

くても駄目なのでほどほどの所で頑張っていこうと

言う事で、打ち上げ花火で言うと中型の花火と言う

事で打ち上げさせていただきました。それが実現さ

れるかどうかは会員の皆様の協力に掛かっています

ので、私も頑張りますので会員の皆様一人一人が純

増 5 名、さらには 6 名、7 名となるよう頑張ってご

協力して頂きたい、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

《ロータリー情報・退会防止委員会》熊谷委員長

　今年度ロータリー情報・退会防止委

員長を仰せつかった熊谷です。理事役

員挨拶の時にもお話しましたので被る

かもしれませんがロータリー情報に関

しては近年特に IT 化と言うのが非常に

進んでいまして今まで紙で流れている

情報も IT 化して画面で見る、ネットで見ると言う時

代が来るのではないか、そういった意味でこれから

皆さんにネットのつなぎ方などもお知らせしロータ

リーの情報を逐一正確なものを入手すると言うよう

な方向でやっていきたいと思います。とりあえず 8

月 20 日の担当例会でパソコンを持ち込みパソコンの

苦手な方に操作していただいて、マイロータリーに

入っていくとか言うような事を実践してみたいと

思っています。ロータリーの情報が入れば入るほど

退会防止につながるのではと思っていますので、よ

ろしくお願いします。

《職業奉仕委員会》鈴木委員長

　職業奉仕委員長を仰せつかりました

鈴木です。今年は特別変わったことを

予定してはいませんが、職場訪問とよ

ろず相談、そして毎月の四つのテスト

の唱和と言う事をやっていきたいと

思っています。職場訪問については何

か公共の施設を見学できればいいなと思い終末処理

場などどうかと思っていますが昼食をどうするかで

まだ決めてはおりません。何とか実現できればと思っ

ています。

《ポリオ患者報告》三浦晃コミュニケーション委員長

　ポリオ撲滅コーディネーター第 2 ゾーン坂本俊雄

様からのメールを紹介します。

　ポリオ患者報告　2015 年 8 月 3 日現在

パキスタン　　28 例　タイプ　  最終発生日(届出日)

パキスタン　　28 例　野生型 2015 年 6 月 30 日現在

アフガニスタン 6 例　野生型　　　  6 月 27 日現在

ナイジェリア　 1 例　ワクチン由来　5月 16 日現在

以上 2015 年の感染者です。

社会奉仕活動
長生園お祭りご招待　2015年 8月 1日（土）

社会奉仕委員長　石橋一男
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