
《出席報告》大橋委員長
正会員数 45 名。本日の出席は免除会
員8名を含む32名。出席率86％です。
前々回の例会は子供の日の祝日につき
休会でした。子供の日は子供の幸福と
か健康を祈る日の他に、母に感謝する
日でもあります。これは知らない方が

結構いらっしゃると思いますが、男性会員の方は
来年のこどもの日には奥様に感謝を、女性会員の
方は子供たちに「私に感謝しなさい」と言って煙
たがられるのも一興かもしれません。

《ビジター》

土方 一成　様 (東京立川 RC)

《会長要件》伊藤会長

　15 日の日曜日に長嶺ガバナー年度

の為の地区研修・協議会が当パークホ

テルで行われまして皆様のご協力の下

盛大に無事終わる事が出来ました、ど

うもありがとうございました。12 日

の激励例会の時にもお話ししましたけ

れども年度初めに立てた計画の中にガバナーエレク

ト事務所への協力を掲げてやって参りました。昨年

9 月の地区大会には大勢の会員の皆様と青森へ行っ

て地区大会のご案内をして、3 月には PETS、そして

今回の地区研修・協議会と大きな行事を二つやらせ

ていただきました。言ってみれば PETS がホップで地

区協がステップでいよいよ 10 月の地区大会がジャン

プになります。地区大会での大きなジャンプは次年

度会長の吉田立盛さんの下、皆様のご協力で大成功

と言える大会にしたいと思っていますので改めてご

協力をお願い致します。

　5 月は青少年の為の月間です。来週の例会には八

戸高校のインターアクトの皆さんをお招きして、イ

ンターアクトクラブの活動を生徒の皆さんから発表

して頂くことにしておりますのでお楽しみに。

《ご挨拶》土方一成様 (東京立川 RC)

　東京立川ロータリークラブから来ま

した土方一成と申します。当、立川ク

ラブですがバナーを見て頂くと飛行機

が付いるのがお分かりになると思いま

すが、立川と言うのは元々飛行機の町

でして日本で初めての国際空港があっ

たのが立川です。戦後はアメリカ軍の基地として基

地の町として有名になりました。現在では昭和記念

公園という公園になりまして、そこでは箱根駅伝の

予選会が毎年行われております。昭和天皇記念館も

公園の中にありますのでお越しの際は是非お出で下

さい。きょうはどうもありがとうございました。

《バナー交換》　　　　　《新ポールハリスフェロー》

　　　　　　　　　　　平光会員

《本人誕生日》　　　　　　　　《結婚記念日》

鈴木会員　　　 西村会員　　　 橋本会員

　　　　　　　　　　　　

《幹事報告》吉田立盛幹事

・レターボックスに次年度のロータリー

手帳が入っています。

・ガバナー事務所より地区会員増強セ

ミナーの案内が届いています。6 月 12

日 13 時 30 分からユートリーです。

・カバナーエレクト事務所よりガバナー

月信原稿依頼が届いています。次年度よりガバナー

月信に「ロータリーの魅力を語り合おう」と言うコー

ナーを設けて当地区の全てのクラブから原稿を寄稿
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さんから協議会の様子とか各部会の報
告をいただきたいと考えています。
最初に私からですが私は会長・幹事・
会計の部会に参加いたしました。今回
の地区研修・協議会に一貫して出てき
たのは RI の規定が新しく緩和されて
柔軟なクラブ運営と言うような言葉が盛んにテーマ
として出てきておりまして、その中で私の得意とす
るパソコン、IT 化と言うのですかフェイスブックや
ロータリーセントラルからロータリーへアクセスし
てそういうものを活用してクラブ運営をしていって
ほしい、それとクラブの戦略的な成長計画を立てな
ければならないとか、色々な話が出ていましたが、
とにかく情報を外に向けて発信していきましょう、
ロータリーのイメージを良くして会員を増強してい
きましょうと言うような事が盛んに出ていまして、
その為のツールとして SNS と言われるフェイスブッ
クの活用を大いにしていきましょうと言う話がでて
いました。うちのクラブは結構前から八戸南クラブ
のフェイスブックを立ち上げておりますので、まだ
フェイスブックのダウンロードをしていない方は、
スマホの方はご自分のスマートフォンにダウンロー
ドすればいつでも南ロータリークラブのこれまでの
例会の様子とか活動の様子が見られるようになって
いますのでそういったものを使いながら、たとえば
仕事が忙しくて例会に参加できない方達も情報を共
有して行ければいいなと言うように思っています。
それでは参加して頂いた方に順次発表して頂きます。

《会長・幹事・会計部会》平光次年度幹事
　部会は会長・幹事・会計部会に参加し
ましたが懇親会の司会を頼まれていたも
のですから緊張のあまりそれどころでは
なかったかもしれません。準備の段階で
小山内パストガバナーが何度かいらして
いただいて色々とご指導いただいたので

すけれども、私は先生にあてられないようにする生
徒のように下ばかり向いていたのですが、帰り際に
司会席に小山内パストガバナーが立ち寄られて今日
一日とても素晴らしい進行でとても良かったですと
言っていただいたので皆さんの準備や当日の進行が
とても良くて褒められたのだなと思い安心しました。

《広報・IT 部会》三浦晃会員
　広報・IT 部会では My ROTARY の活用
やフェイスブックなどを活用するように
プロジェクターを使って詳しい説明があ
り、会員の皆さんに活用を呼び掛けるよ
うにとの事でした。

《クラブ管理運営部会》米内会員
　私は写真撮影もありましたので出たり
入ったりだったので一部だけです。私が
丁度行った時にクラブ管理運営部会を南
ロータリークラブさんは持っていますか
と質問を受けました。私どもには規定審
議・クラブ細則委員会と言うものがあり、

何でも覚えている近藤会員がいらっしゃいますので
私共のクラブではそこで賄っているので特別にそう
いうものを持たなくてもいいのではないかと言う事

してもらう事になり、最初の 7 月号が南クラブの番

になっていますので我こそはと言う方がいらっしゃ

いましたらお願い致します。

・東京麹町ロータリークラブから「想い出草」と言

う冊子が届いています。エンドポリオを RI の最重要

奉仕活動に持って行かれたお二人の方の事が書かれ

ているそうです。

・六ヶ所ロータリークラブ 20 周年の案内が届いてい

ます。7 月 30 日 ( 土 ) 六ヶ所交流プラザ、スワニー

です。

・ハイライト米山、ザ・ロータリアン誌が届いてい

ます。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

伊藤会長 : 地区協ご協力ありがとうご

　　　　ざいました。米内さん写真あ

　　　　りがとうございます。

長嶺会員 : 先日の地区研修・協議会、

　　　　皆様のご協力のもと無事終了

　　　　することができました。あり

　　　　がとうございました。米内様、写真をあり

　　　　がとうございました。

橋本会員 : 長嶺ガバナーエレクトはじめ皆様、地区

　　　　研修・協議会大変ご苦労様でした。米内さ

　　　　ん写真ありがとうございました。

鈴木会員 :地区研修・協議会お疲れ様でした。

小原会員 : 先日の地区研修・協議会、大変お疲れ様

　　　　でした。米内さん写真ありがとうございます。

村上会員 :ご無沙汰しております。

熊谷会員 : 地区協議会ご協力ありがとうございまし

　　　　た。米内さん写真ありがとうございました。

小笠原会員 : 地区協議会おつかれ様でした。米内さ

　　　　　ん写真ありがとうございました。

平光会員 : 地区研修・協議会おつかれ様でした。米

　　　　内さん写真ありがとうございました。ポー

　　　　ルハリスフェローありがとうございました。

　　　　石橋さんありがとうございました。

榊会員 :地区協の成功と皆様ご苦労様でした。

清川委員 : 地区協おつかれさまでした。米内さん写

　　　　真ありがとうございました。

西村会員 :地区研修・協議会ご苦労様でした。

大橋会員 :バッヂを忘れてきたので

本人誕生日 :鈴木会員、西村会員

結婚記念日 :橋本会員

《ロータリーの友地区代表委員》米内会員
　ロータリーの友の地区代表としてオリ
エンテーションに行って参りました。各
クラブの方に友愛の広場とかアット・
ワークに投稿して頂くようお願いしなけ
ればならないのですが、まず私たちのク
ラブからどなたかにお願いをする事にな

ると思います。そこから始めたいと思いますのでよ
ろしくお願い申し上げます。

《クラブ協議会》吉田立盛会長エレクト
　段々と次年度が近づいてきてプレッシャーの掛
かってくる毎日です。今日の次年度会長担当例会で
は先日開催された地区研修・協議会に参加された皆



を申し上げてまいりました。全体の事から申し上げ

ますと黒田先生の講演を聞いていて思ったことです

が、私たちは非常に良い話を前もって聞くことが出

来たり、親しくしていただけることもあり黒田先生

が同じクラブでとても良かったなあと改めて感じま

した。

《奉仕プロジェクト部会》石橋会員

　職業奉仕と社会奉仕の委員会に参加

して参りました。鈴木ガバナーとパス

トガバナーの鐘ヶ江さんと花田委員長

と福澤さんと言う次年度のガバナー補

佐の方がコーディネーターとなって進

めました。自己紹介から始めましたが

入会して 2,3 年の方が多かったように感じました。

最初に四つのテストについてるる討議をして、その

次に職業奉仕とはどんなものかと言う事と、各クラ

ブでは何をやっていますかと言う質問がありました

が中々出てこなかったので私が手を上げ、うちのク

ラブでは 22 年位「よろず相談」を行っていますと発

表しました。社会奉仕でもやはり出てこないのでま

た手を挙げて、長生園の方々を三社大祭に招待して

います、こちらは 40 年近くやっていますと発表して

きました。分科会報告でこのことを花田委員長が言っ

てくれたので良かったなと思っています。

《ロータリー財団部会》三川会員

　いろんなことを説明を受けました

が、なにしろ実行委員長と言う大役を

担いまして最初に挨拶したとたんに一

役終りと言う事で、非常にボーとして

聞いていましたので細部についてはこ

こで申し上げることは出来ませんが沢

山の事が計画されていて、各クラブ財団のいろんな

活動にきちんと対応して下さいと言う事は勉強して

参りました。次年度ロータリー財団の委員長を務め

させていただきますけれども心を入れ替えて次年度

は一生懸命頑張りたいと思います。今年度の初めに

公式訪問がありましたけれども、鈴木ガバナーが私

の恩師で有ったものですからその接待の席では真正

面に座らせていただき多方面にわたってお話をさせ

て頂いたことが、今年の私の貴重な経験になってお

りまして、最後、懇親会の時に鈴木ガバナーのとこ

ろに参りまして、一年間お疲れ様でした、ありがと

うございましたと言うご挨拶をさせていただきまし

た。

　やはり南ロータリーの皆様はいざとなれば力を発

揮する潜在力をまだまだ持っている方々が沢山い

らっしゃる言う事を今回の地区研修・協議会で証明

したのではないかと思って、何かこれからあっても、

もちろん地区大会がこれかありますけれども安心し

て我々南ロータリークラブの一員としていろんなこ

とが引き受けられるのではないかと言う印象を持っ

て先日の地区研修・協議会を経験いたしました。

《吉田賢治会員》

　『皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして

誠にありがとうございます』なぁ～ん

てことを司会席でお話させていただ

き、本当にドキドキというかなんとい

うかこういう事はあまりやった事がな

かったので本当に良い経験をさせてい

ただきました。そういう場所にずっと

いたものですからロータリーの事も良く解りました

し、長嶺さんや黒田会員がここのロータリーはもち

ろんですが他所に行ってどれだけ頑張られているか

よく解った感じがしていい勉強になりました。帰り

際に、前持って厳しく我々を指導して頂いたパスト

ガバナーの小山内研修リーダーに「良かったよ」と

軽く声を掛けて頂きながらギュっと握手して頂きま

して、あの握手で頑張って報われたかな、頑張った

甲斐があったなと言う気がしました。これからもで

きる限りのお手伝いはしますのでよろしくお願いし

ます。

《青少年奉仕部会》大橋会員

　青少年奉仕の部屋では、RYLA、ロー

ターアクト、インターアクトの翼、イ

ンターアクト、青少年交換の 5 人の委

員長さんのお話を聞きました、気になっ

たのは RYLA への南グループの出席率が

ほぼ 0％だと言う事で RI 会長賞のポイ

ントとの一つになっているので次年度は是非とも参

加していただければと思います。

《米山記念奨学部会》小笠原会員

　毎年米山しか出来ない小笠原です。

15 日の地区研修・協議会に参加しまし

た。朝 8 時からの会場準備に始まり夜

8 時まで 12 時間と言う長い間ロータ

リーだけをやったのは過去にも一回あ

りましたが辛いものでした。全体会議

では長嶺さん、地区幹事長の熊谷さん、実行委員長

の三川さんはじめ南クラブの方々がカッコよくてこ

れを続けてほしいなと思いました。司会の吉田さん

は、ほっこりと包み込むような司会で声が素敵で良

かったです。分科会では米山に参加しました。いつ

も寄付金が少ないと言う事を言っておられます、他

所のクラブでは例会参加時に 400 円、一か月で

1,600 円、それを一年間で約 2 万円という所もあり

ましたが、私としては一回ずつは面倒なのでやりま

せんが、皆様どうか米山へのご協力をお願いします。

私は当日しかお手伝いできませんでしたが前々から

準備された方々とても大変だったと思います、ご苦

労様でした。懇親会の平光さんの司会もとても上手

でした。どうもありがとうございました。

《新会員部会》原会員

　新人と言う事で参加させていただき

ましたが、すごい会だなと思いながら

沢山の人を見させていただき、やっぱ

り南に入って良かったなと感じまし

た。他所のクラブの方を見て改めて南

の良さを感じました。新人の方のお話



貢献はしませんでしたが準備に係った会員の皆様、
ご苦労様でした。非常に心苦しく思っています。新
会員部会は村井パストガバナーの勉強会と言う感じ
で、私と原さんは最前列で瞬きもせずに聞いていま
した。私は 2、3 質問をしたのですが、お話はロータ
リーは何か、ロータリーはどうあるべきかと言う基
本的なお話でしたけれども再確認させていただき大
変勉強になりました。

《吉田次年度会長》
　ありがとうございました。次年度の会長、幹事、
そして次年度の各委員長、地区研修・協議会でしっ
かりと勉強してきましたので何とか次年度頑張って
いきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

も堅い話が多くて毎回ランチを楽しみに参加してい
る私とは全然違うなと言う事を感じました。地区大
会が大変だと言う事ですができる限りの協力を致し
ますのでよろしくお願い致します。

《西村会員》
　新会員部会に参加した西村ですが私
はそろそろ丸二年になるので新会員と
言うには薹が立っているのですけれど
昨年スキップしたので今回ノミネート
されたのだと思います。地区研修・協
議会と言うものがこれほど大規模なも

のだと言う事を初めて知りまして、地区大会にも勝
るとも劣らない素晴らしい会だなと、準備には何も
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