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
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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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四つの反省

《青少年奉仕委員会担当例会》
2016 年 5 月 26 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1409

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 清川職業奉仕副委員長

平光ＳＡＡ

《ゲスト》八戸高校インターアクトクラブ
黒坂咲野さん、中野佐茶さん、府金佑佳さん、
杉本圭南さん、山岸彩乃さん、佐藤千明さん、
石屋知里さん、工藤咲季さん、黒坂絵美さん、
泉水結衣さん
担当教諭 山口明子先生

《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 5 名を含む 31 名。出席率 78％です。
前々回の例会は長嶺ガバナーエレクト
の激励例会でした。出席を調べたとこ
ろ一年で一番出席率が良く、太鼓持ち
ではありませんが、さすが長嶺ガバ
ナーエレクト・・・

《会長要件》伊藤会長
先週の木曜日八戸中央西ロータリー
衛星クラブの創立記念パーティーに出
席して参りました。日本で 5 番目の衛 《幹事報告》吉田立盛幹事
星クラブだそうです。会員は 12 名で所
・長嶺ガバナーエレクトよりアトランタ
属は八戸中央ロータリークラブの正会
国際大会早期登録のお願いが来ており
員であり、そして衛星クラブの会員で
ます、早期登録で登録料 46％割引だそ
もあると言う 2 重会員になるそうです。
うですのでよろしくお願いします。
お祝いにいらしていた鈴木ガバナーもミラクル 1200
・ザ・ロータリアン誌が届いています。
迄あと一歩の 1180 名ほどになったと大変喜んでおら
・ロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
れ、参加した各クラブに向けても最後の会員増強の
・例会変更のお知らせです。八戸 RC 6 月 15 日 ( 水 )
お願いをしていました。当クラブとしてもあとひと
任意休会、6 月 29 日 ( 水 ) 時間変更、八戸東 RC 6
月何とか会員増強に励みたいと思っておりますので
皆様もお知り合いの方への声かけをお願い致します。 月 3 日 ( 金 ) 任意休会、6 月 24 日 ( 金 ) 時間変更、
さて、本日は八戸高校インターアクトクラブの皆
八戸北 RC 6 月 28 日 ( 火 ) 時間変更、八戸中央 RC 6
さんをお迎えしています。例年この時期に蕪島海岸
月 27 日 ( 月 ) 時間変更です。
清掃の報告をしてもらっていましたが、今年度から
5 月が青少年の為の月間になった事もあり青少年奉 《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
仕委員会担当例会として活動報告をお願い致しまし
伊藤会長 : 八高 IAC の皆様ようこそ、
た。テスト週間が終わったばかりで準備も大変だっ
今日はよろしくお願いしま
たとは思いますがよろしくお願い致します。
す。
吉田立盛幹事 : 八高 IAC の皆様今日は
《平光ＳＡＡ》
よろしくお願いします。明日
今年度の本人誕生日のプレゼントはタオルになっ
ソウル国際大会参加の皆様、
ており来週の長者山のラジオ体操で首に掛けて参加
いってらっしゃいませ。
していただきたいと言う事で 5 月中でありますが 6
黒田会員
: 八高インターアクトクラブの皆さん、こ
月の本人誕生日を贈呈させていただきます。
んにちは
久保田会員
: 米内さん写真ありがとう。
《結婚記念日》 《本人誕生日》（6 月）
平光会員 : 八高 IAC の皆様よろしくお願いします。
桜田会員 : 八高インターアクトクラブの皆様よろし
くお願いします。
奥様誕生日 : 久保田会員
本人誕生日 (6 月 ): 黒田会員
久保田会員
黒田会員

《青少年奉仕委員会》桜田委員長
本日は青少年奉仕委員会の担当例会
と言う事でよろしくお願いします。4 月
30 日に行われた蕪島海岸清掃では参加
された皆さんお疲れ様でした。蕪嶋の
海岸も非常にきれいになったと思いま
すが私の心もきれいになりました。今
日は 10 名の八戸高校インターアクトクラブの皆さん
に発表を行っていただく事になっておりますのでよ
ろしくお願いします。
《うみねこコンサートに参加して》
２年 佐藤千明
私は今回初めて「運営」というボラン
ティアをしました。私は小学生の時に合
唱部としてうみねこコンサートに参加し
ていましたが、私たちが舞台で発表して
いた裏でこんなにも多くの方たちが支え
て下さっていたとは思いませんでした。
私の今回の仕事は、楽器や譜面台などをステージに
運搬することでした。「運ぶだけ」と言われれば簡単
そうに聞こえますが、団体ごとに運ぶ物の配置や数
が異なり、もし間違えてしまえば演奏が台無しになっ
てしまうので、配置図を何度も確認するなど、とて
も責任を感じながら仕事をしました。
うみねこコンサートでは今回初めて高校生のボラ
ンティアを募集しました。来年も機会があれば、是
非参加したいです。また、これからはもっと積極的
に運営の活動に参加していきたいです。

うしよう」と少し不安になりました。しかし、どの
クラスでも必ず募金に協力してくれる人がいたので。
その不安はきれいさっぱりなくなりました。
今回の募金活動を通して、多くの方々が蕪嶋神社
の復興を願っているのだなと思いました。私も、蕪
嶋神社に何度か行ったことがあるので、全焼したと
聞いた時はとても驚きました。そして、一日でも早
く復興してほしいと思いました。ですので、今回の
蕪嶋神社復興募金は特にやりがいのある活動でした。
蕪嶋神社は今もまだ復興途中なので、一日でも早
く復興して、そしてまた多くの人が訪れる場所になっ
てほしいです。
《蕪嶋神社復興募金活動をして》
２年 石屋知里
蕪嶋神社が燃えた、と聞いた時、私
はすぐにそれを信じることができませ
んでした。私にとって蕪嶋神社は思い
出の場所です。小学生の時は市外に住
んでいましたが、毎年お正月に祖父母
の家に行き、決まって蕪島に初詣をし
に行っていました。あの石段で景色を眺めながら行
列に並んで待つのも、妹とおみくじを見せ合うのも、
毎年楽しみでたまらないほどでした。そんな蕪島の
ために、高校生となった私にもできることがあり、
非常に嬉しかったです。教室を回っては募金を大き
く呼びかけ、八高生の気持ちを形として表す手伝い
ができたと感じています。
先日、ようやく現在の蕪島の姿を自分の目で見て
きました。長い石段の上はがらんとしていて、前ま
での様子とのギャップに呆然としました。復興を祈
りながら、自分にもできることがないか探して実行
に移したいです。

《はっち市ガイドスタッフに参加して》
２年 工藤咲季
１１月２１日、私ははっちで行われた
はっち市にガイドスタッフとして参加し
ました。来て下さったお客様に、ガイド 《クリスマス家族会に参加して》
２年 泉水結衣
ブックを渡したり、案内をしたりするの
余興のダンスの練習からパーティー
が主な仕事でした。ダンボールペイント
まで、とても楽しかったです。短い期
という、壁一面に貼られたダンボールに
間の中で、みんなで工夫して歌や振付
絵具で自由に絵が描けるという企画は、主に就学前
の練習をしたことによって、私たちは
の小さな子どもを対象としていて、子どもが誤って
より仲良く、分かり合うことができた
口に入れても安全な絵具を使用しているなど、細か
な所まで配慮されていることに驚きました。また、 のではないかと感じています。私たち
が参加したことで、我々インターアクトクラブは、
自分でも小さな子どもとの接し方を考えて、目線を
多くの方に支えられて活動しているということを感
合わせて話したり、答えやすいように問いかけたり
じとても感謝しています。このような、普段体験す
と工夫をしました。今回の活動を通して、公共のサー
ることのない、すばらしいクリスマス家族会に参加
ビスを提供する際に気を配るべきことがたくさんあ
させていただいたことは、新しい経験という意味で
ることを学びました。これは、これから他のボラン
も、プラスになったと思います。私たちがクリスマ
ティアを行う上でも大切なことだと思うので、心が
ス家族会に参加したことで、少しでもよりパーティー
けていきたいです。
が盛り上がってくれていたらうれしいです。今年は
私たち２年生がどのような余興をやるか、今からい
《蕪嶋神社復興募金活動をして》
ろいろと考えが浮かんでワクワクしています。
２年 黒坂絵美
蕪嶋神社復興募金では、校内の方々
《インターアクトの翼に参加して》
の協力によって、多くの募金が集まり
３年 黒坂咲野
ました。
私は今回初めて台湾に行きました。
私は昼休みの後半に１学年のいる階
１日目の夜、台湾に着いてすぐの歓迎会でたくさ
を回って募金活動をしました。最初は
んの人が歓迎してくれてとても感激しました。最初
「募金をしてくれる人がいなかったらど

は緊張していたし、うまく言葉が通じ
もより少しだけ声を大きく募金を呼びかけることで、
なかったので自分から積極的に話すこ
快く募金をしてくれる人が多くいました。今回の募
とができませんでしたが、台湾の高校
金で、３年生は最後の活動となってしまったので、
生のみなさんはとても明るく、優しく
３日間精一杯募金を呼びかけました。高校を卒業し
話しかけてくれました。
た後もロータリーの活動をしていた時の気持ちを忘
ホストファミリーの家に着いてから
れず、積極的に慈善活動をしていきたいと思います。
は、家族が楽器（古筝）を演奏してくれたり、トラ
ンプをしたりして仲を深めました。
《蕪島海岸清掃に参加して》
２日目は学校に行きました。教室に入ると日本語
２年 山岸彩乃
で「おはよう。」とあいさつしてくれた人もいました。
今回は風が気持ちよく吹いている中で
私たちはねぶたのはねとを披露し、羅東高校の方々
の清掃になりました。道路の清掃をした
は中国語と日本語で歌を歌ってくれました。
ことはありましたが、海岸の清掃は初め
その後、私は体育と中国語の授業に参加しました。
てで、バーベキューのゴミなどが多いな
体育では６人でバドミントンをして楽しみました。
と感じました。海でバーベキューをした
言葉がうまく通じなくても交流はできるのだと感じ
りお菓子を食べたりして楽しむのはとて
ました。中国語の授業では、一人で自己紹介をする
もいいことだと思うけれど、後片付けもきちんとし
ことになり、とても焦りましたが、みんなが優しく
て、みんなが気持ちよく海岸を使えるようにしたい
迎えてくれ、その後ゲームをしたりして打ち解けて
と思いました。
いきました。
また、蕪島にはたくさんの観光客の方々がいて、
学校の後は、羅東林業文化圏という日本統治時代
やはり蕪島は八戸の自慢すべき場所なんだなと感じ
にできたところへ行き、林業の歴史を学びました。
ました。そんな八戸を代表する土地がたくさんのゴ
その日の夜はホストファミリーとご飯を食べたり、 ミによって汚されているということは恥ずかしいと
買い物をしたりしました。台湾の伝統料理である臭
感じ、堂々と八戸の自慢の場所として自慢していけ
豆腐や小龍包はとてもおいしかったです。
るようにきれいな場所にしていきたいと思いました。
私が台湾のお寺に興味を持ったので、３日目の朝
これからは、遊んだあとのゴミにも気をつけて、
はホストファミリーがお寺に連れて行ってくれて、 八戸をきれいにしていきたいです。
その後にお別れをしました。とてもさみしかったで
すが、充実した３日間を過ごすことができました。
《蕪島海岸清掃に参加して》
３年 府金佑佳
《成人式ボランティアに参加して》
私が入部して初めて行った活動は蕪
２年 杉本圭南
島海岸の清掃でした。学校生活に慣れ
今回、成人式という人生においてとて
ることができず、あたふたした毎日を
も大切な式のお手伝いができました。
過ごしていた私にとって、この活動は
記念品を配る仕事では、受け取っても
程よい息抜きとなりました。
らえるように、声をかけることができま
清掃していくにつれ、自然と心が晴
した。一度に人がたくさん来て、とても
れやかになり、心にゆとりが持てるようになったの
忙しくなった時間もあって、焦りながら
を今でも覚えています。
も協力して仕事ができました。
正直、今年も蕪島海岸清掃ができるとは思いませ
プラカードを持つ仕事の時、中学校の友人と再会
んでした。ニュースで受けた衝撃はとても大きく、
しているのを見て、私も成人式が楽しみになりまし
悲しい思いでいっぱいでした。だからこそ清掃を無
た。
事に終わらせることができ、ホッとしました。今年
成人式はとても特別な式だと思っていたので、そ
は３年間の中で一番ゴミが多かったように感じまし
のような式に関わることができ、良かったです。
たがその分大きな達成感を得ることができました。
最後の活動が蕪島海岸清掃で本当によかったです。
《熊本地震義援金募金に参加して》
部長らしいことはあまりできなかった気がしますが、
３年 中野佐茶
楽しい時間を過ごすことができました。本当にあり
最初の地震が起こった４月１４日以
がとうございました。
降熊本地震の地震速報が１週間以上毎
日絶えず、テレビに流れているのを見
《桜田委員長》
て、とても心が痛みました。普段の国際、
八高インターアクトクラブの皆さんありがとうご
政治のニュースから一転して、熊本や
ざいました。生徒のどなたかもおっしゃっていまし
大分の被害状況や熊本で流れている地
たがインターアクトクラブで学んだ奉仕の精神を持
方ニュースが放送され、東日本大震災の時もこのよ
ち続けて、ほとんど皆さんは大学に行かれると思い
うに東北の地方ニュースを全国で放送してくれてい
ますが大学を卒業して社会に出てもそういった奉仕
たのかなと思い、あのときの恩返しの気持ちも込め
の心を持って活躍されることを期待しています。今
て、熊本地震義援金の募金活動に臨みました。
日はどうも有難うございました。
私は１年生の教室を回って募金をしました。いつ

