
《出席報告》大橋委員長
正会員数 44 名。本日の出席は免除会
員 5 名を含む 32 名。出席率 82％でし
た。前々回の例会は創立記念例会で
した。創立記念例会でのボウリング
大会に参加しましたが翌日右手がす
ごく痛く筋肉痛でした。

《ビジター》
細川 寿雄 様 ( 八戸東 RC)

《会長要件》伊藤会長
　今日は地区研修・協議会の打合せ例
会と言う事でこの後クラブ協議会を行
います。
　いよいよ来月の 5 月 15 日には当クラ
ブがホストクラブとしての地区研修・
協議会がこのパークホテルで行われま
す。何度か準備委員会などを開きまし

て着々と準備の方は進んでおりますが会員の皆様方
には格別のご協力をお願いしたいと思います。地区
研修・協議会が終わりまして 5 月の末にはソウルで
の国際大会がございます。当クラブからは私を含め
て 5 名のメンバーと奥様方 3 名、別便で黒田会員ご
夫妻の計 10 名で国際大会に参加して参ります。よう
やく南浦項クラブから予定が届きました。5 月 28 日
夕方 6 時にある会場で待っていると、先方は奥様方
含めて総勢 60 名、台湾の方が 6 名、大いに盛り上が
りましょうとのご案内でしたので 5 月には楽しんで
来たいと思っています。
　いよいよ私の年度も 5 月 6 月と少なくなってまい
りました。後 2 か月、何とか頑張って乗り切りたい
と思っておりますので皆様方の格別のご協力をお願
い致します。

マルチプルポールハリスフェロー・小原会員

《奥様誕生日》

三川会員　　　　清川会員

《幹事報告》吉田立盛幹事

・先週新会員の入会についてご案内し

ました三笠勝彦さん、スポンサーは法

官会員ですがどなたからも異議の申し

立てがありませんでしたので当クラブ

の定款細則に基づきまして入会が認め

られました。

・ガバナー事務所より熊本震災の災害義援金の協力

のお願いが来ております、皆様のご協力をお願いし

ます。

・七戸ロータリークラブから創立 50 周年記念の案内

が届いています、6月 11 日 ( 土 ) です。

・金木ロータリークラブから創立 50 周年記念の案内

が届いています、6月 18 日 ( 土 ) です。

・例会変更のお知らせです。八戸中央RC5月2日(月)

任意休会、5月 9日 (月 )時間変更。

・6月のロータリーレートは 110 円です。

・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。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

伊藤会長 :5/15 地区研修・協議会です。

　　　　皆様よろしくお願いします。

鈴木会員 : 時間的制約は有りますが食

　　　　事制限は大部ゆるやかになり

　　　　ました。

平光会員 : 本日次年度準備理事役員会

　　　　議を開催、来年の 6 月 30 日までよろしくお

　　　　願いします。    

奥様誕生日 :三川会員、清川会員

結婚記念日 :三川会員、百目木会員

 

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
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/

   Facebook ページに「いいね！　 」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2015/
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《地区研修・協議会打合せ例会》

（クラブ協議会）
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点鐘　12：30
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四つの反省
１）真実だったか どうか

２）みんなに公平だったか

３）好意と友情を深めたか

４）みんなのためになったか どうか 鈴木職業奉仕委員長



なって本番の地区大会、一番のメインになる地区大
会を開催する。そういう流れの中の地区研修・協議
会の開催と言う事でございます。地区チーム研修セ
ミナーは 2 月ごろ、会長エレクト研修セミナー、所
謂 PETS と呼ばれているものを 3 月ごろにやり、そし
て例年 5 月にこの地区研修・協議会が開催される。
そして先ほど言った本番の地区大会は 9 月 30 日と
10 月 1 日の二日間に亘って開催される予定になって
おります。地区研修・協議会の目的は何かと言いま
すと次年度のクラブリーダー、会長、幹事、会計、
委員長さんなどが次年度への責務について学び次年
度への意欲を高める機会になるのが地区研修・協議
会であり、次期クラブリーダーが次年度に備えクラ
ブの協力体制を整える、そしてガバナーエレクト、
次期ガバナー補佐、次期地区委員長がクラブのリー
ダーシップチームとの協力関係を築き鼓舞激励する
と言うように記述されております。それでは皆様の
所にお配りしている 3 枚のレジメに沿ってご説明申
し上げます。( この後レジメに沿って当日の流れな
どを説明、確認 ) 当日大成功するように皆さんで力
を合わせてやりたいと思いますのでよろしくお願い
致します。

《伊藤会長》
　先程熊谷次期地区幹事長からもお話がありました
が当日お手伝い頂ける方は私の方までお声を掛けて
下さい。本番は 9 月 30 日と 10 月 1 日の地区大会で
ございます。3 月の PETS では参加者の方を中心に少
人数の方にお手伝いをお願いし、今回はその時より
は多くの方にお手伝いをお願いして進めてまいりま
したが、地区大会本番はクラブ会員全員にお手伝い
して頂かないと運営がままならない事になります。
PETS も地区研修・協議会も会場はパークホテルさん
でしたのでホテルの方にも色々とお願が出来たので
すが 10 月 1 日の地区大会本会議は公会堂で行います
ので、前日から会場のセッティングなどやる事が沢
山ございます。9 月 30 日は月末で大変お忙しいと思
いますが、会員の皆様には朝からお手伝いして頂け
るような体制を整えて頂き全員で地区大会本番を迎
えたいと思いますのでよろしくお願い致します。

《蕪島海岸清掃》社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会
　4 月 30 日 ( 土 ) 八戸高校インターアクトクラブの
皆さんと蕪島海岸清掃を行いました。清掃後には蕪
嶋神社でお祓いをしてもらいその後昼食をいただき
ました。直前までの雨でどうなるか心配でしたが、
何とか雨は上がったのですが風が強く肌寒い中皆さ
ん一生懸命ごみを拾い集め汗が出るほどでした。昨
年に比べて流木が多く見受けられましたがタバコの
吸い殻や空き缶などはあまり見受けられませんでし
た。

《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長

　ロータリーの友 5 月号に『「This 

Close」ポリオ撲滅に取り組むロータ

リアンたち』と言う記事が横組みの

18P に載っていますので皆様に是非読

んでいただきたいと思います。そろそ

ろ世界からポリオが消える、そういう

時期に来ていると思います。

《クラブ協議会》伊藤会長

　地区研修・協議会打合せ例会と言う事でクラブ協

議会に移行させていただきます。当日の日程などは

最後に次期地区幹事長の熊谷会員より説明頂きます

が初めに地区研修・協議会の主催者として長嶺エレ

クトより一言ご挨拶をいただきたいと思います。

《長嶺康廣ガバナーエレクト》
　次年度に向けて地区チーム研修セミ
ナーと、会長エレクト研修 (PETS) に続
いて 5 月 15 日に地区研修・協議会を開
催する事になりました。準備の方は実
行委員長の三川さんを中心に熊谷次期
地区幹事長はじめ皆さんから手伝って
いただきまして順次計画を進めている所です。今の
所参加者は大体 300 人位になる予定です。これです
と皆さんからお手伝いをいただかないと乗り切れま
せんので、今日、これからお手伝いをお願いされる
方もいらっしゃると思いますのでその節はよろしく
お願い致します。地区研修・協議会が終わりますと
いよいよ 7 月 1 日からガバナー年度が始まります。
それからが本番ですので益々皆様方のご協力を仰ぎ
ながらやっていきたいと思っておりますのでよろし
くお願い致します。

《三川地区研修・協議会実行委員長》
　地区研修・協議会という大切な大会の
実行委員長を仰せつかりました三川で
す。去る 3 月から我々実行委員会が長嶺
ガバナーエレクトを中心に数回にわたっ
て実施要項について検討を重ねてまいり
ました。あと 2 週間でいよいよ本番とい

う所ですけれども、ぜひ皆さんのご協力のもとに、
この地区研修・協議会を成功裏に収めたいと思いま
す。どうかご協力の程よろしくお願い申し上げます。

《熊谷次期地区幹事長》
　次期地区幹事長を仰せつかった熊谷
です。先ほど三川実行委員長からお話
がありましたけれども、何回か実行委
員会を重ねてまいりまして、ほぼプロ
グラムも確定と言う事で皆様にご紹介
申し上げます。
　その前に地区研修・協議会の位置づけを一言おさ
らいを兼ねて皆様にご説明致します。当クラブから
ガバナーが次年度出るわけですが、現在のガバナー
エレクトですけれども、そのガバナーエレクトの年
度にやる事と言うのが決まっていまして、地区チー
ム研修セミナーをやって、会長エレクト研修セミナー
と言うのをやって、そして今回の地区研修・協議会
と言うのをエレクトの段階で開催して、ガバナーに
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