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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言行はこれに照らしてから

平光ＳＡＡ

《ビジター》
南グループガバナー補佐 山﨑悟朗 様 ( 八戸東 RC)
《会長要件》伊藤会長
後 3 回、何の数字かと言いますと私
の会長年度の残りの例会数です。あと
3 回なので晴れやかな気持ちと言いた
いところなのですが、後で幹事報告で
もお伝えしますがこの一週間の間に山
村会員と音喜多会員の 2 名の方が退会
なされました。一年間皆さんと一緒にやってきたつ
もりでしたがこの年度末に長年在籍した方々がおや
めになると言う事は残念でなりません。例会の運営
に問題があったのではないかと色々考えさせられま
した。次年度の吉田さんには申し訳ありませんがそ
の辺のことも踏まえて新たな気持ちで引き継いでい
ただきたいと思います。このようにうちのクラブで
は会員を増やすことは出来なかったのですが、八戸
中央西ロータリー衛星クラブさんは先日 12 名で発足
したばかりですがすでに 20 名の会員を確保して RI
へ申請するばかりと言うような事も聞こえてきてお
ります。そのように会員を増やしているクラブもあ
りますので、我が南クラブも次年度にはまた新しい
仲間を沢山迎えて活気のあるクラブになっていけれ
ば良いなと思っております。
今日はガバナー補佐の山﨑様がお出でです。一年
間色々とご指導をいただき、お陰様で今年度何とか
終れるかなという所まで来ました。次年度は当クラ
ブ始まって以来の若い会長が誕生します。クラブの
例会も違った形で楽しいものになるのではと思って
いますので、是非気軽に遊びに来ていただければと
思っています。
《幹事報告》吉田立盛幹事
皆さんこんにちは、幹事報告も後３回
となりました。
・山村会員と音喜多会員が退会されま
した。
・先週新会員候補としてお知らせした

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

《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７名を含む 28 名。出席率は 74％
です。前々回の例会は早朝例会でし
た。早朝例会ではラジオ体操第一と
第二をやりましたが、始まった頃は
第三まであったのが 10 年位で終わっ
たそうです。それに比べてうちのクラブは 41 年続
いています。100 年目指しましょう。
山﨑寛様についてどなたからも意義の申し出があり
ませんでしたので、クラブ定款細則に基づいて山﨑
さんの入会が認められました。
・例会変更のお知らせです。八戸 RC 7 月 27 日 ( 水 )
日時場所変更、八戸東 RC 7 月 22 日 ( 金 ) 日時場所
変更、八戸北 RC 7 月 26 日 ( 火 ) 時間変更、八戸中
央 RC 7 月 18 日 ( 月 ) 祝日につき休会、メーキャッ
プ不可、7 月 25 日 ( 月 ) 日時変更。
・熊本大分地震義援金 のお礼状が届いています。
・第 51 回バッカス奨学基金カンパゴルフ大会の案内
が届いています。
・ハイライト米山が届いています。
《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
南グループガバナー補佐山﨑悟朗様 :
一年間のご協力に感謝申し上げます。
伊藤会長 : あと 3 回、皆様よろしくお
願いします。
平光会員 : 各委員長の皆様よろしくお
願いします。
榊会員 : 伊藤会長、理事役員の皆さん 1 年間ご苦労
様でした。
清川会員 : 今年度も残りわずか、がんばりましょう。
《ご挨拶》ガバナー補佐 山﨑悟朗様
皆さんこんにちは、先程あと 3 回と言っていまし
たが、後２週間で私の任務も終わります。今、追い
込みで各クラブさんに最後のお礼のご挨拶で回って
いる所でございます。本当に一年間何にもわからな

プットされてすごくよかったなと思い
い内に補佐と言う役目を仰せつかりま
ます。最初は名前を覚えることが何よ
して何もご指導などしておりませんで、
り大切だと思いますので良い機会を与
むしろ私の方がいい勉強をさせていた
えて頂いてありがとうございます。今、
だいたと言う事でございます。IM につ
集計していますが 100％の方は期待し
きましては皆様のご協力で滞りなく何
ていてください。
とか終える事が出来ました。グループ
内は全員登録でございましたので財政的にも赤字を
出さずに終わりました。結果につきましては如何な 《親睦活動委員会》吉田賢治委員長
大橋会員と一緒で入ったばかりで
ご感想だったかなと思っています。今年の鈴木ガバ
右も左も分からないままこういう委
ナーの一つの目標でありました「ミラクル 1200 を再
員長をやらせていただきまして、み
び」でございますが My Rotary をご覧になっている
なさんに助けていただきながら一年
方はお解りになるかもしれませんが、お陰様でと言
間やる事が出来ました。本当にあり
うかどうやら目標の数字に到達する事が出来そうで
がとうございました。一番最初に記
ございます。特に南グループ 8 クラブでは現在の所
念品を決めなければいけないと伊藤会長から言われ
10 名の増で 278 でスタートして現在 288、先程長嶺
まして、会長の所にお邪魔して色々と相談しながら
エレクトともお話したのですが西ロータリークラブ
小笠原会員、音喜多会員の所から記念品を選定した
が今 12 名でカウントしていますがほぼ 20 名になっ
ところから親睦委員会の委員長の仕事が始まったの
て RI から認証状が渡されればさらに増えて 1200 を
かなと言う気がしています。皆さんと懇親を深める
超えた状態で終われるのではないか、後 2 週間ぐら
為にと言う事もあり、パークゴルフがあり納涼例会
いですけれども、地区の最終数字がどうなるか解り
がありクリスマスのパーティーがあったりとする中
ませんが今の所 1191 名です。南グループは 10 名増
で会員の皆様だけでなくご家族の皆さんにも来てい
です、皆様のご協力に感謝申し上げます。鈴木ガバ
ただいた中でちょっとでも楽しそうな笑顔を見る事
ナーからもよろしくと言う事をご報告させていただ
でやってよかったな、やらせていただいてよかった
きます。本当に一年間色々な意味でご協力ご指導い
なと言う気持ちがして楽しかったです。一年間あり
ただきましたこと感謝申し上げまして簡単ではござ
がとうございました。
いますがお礼のご挨拶といたします。本当にありが
とうございました。
《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長
私の委員会はクラブのフェイスブッ
《年度末各委員会報告・クラブ協議会》伊藤会長
クを作り八戸南ロータリークラブを広
年度末の各委員会報告と言う事でク
く紹介しました。その他は前年に変わ
ラブ協議会へ移行させていただきます。
らずホームページを展開いたしました。
各委員長の皆様よろしくお願い致しま
す。
《会員増強委員会》三川委員長
一年間会員増強委員長をやらせてい
ただきました。一番の思い出は何と言っ
てもガバナー公式訪問の時にガバナー
の鈴木先生と膝を交えて一夜、いろん
な話をする機会を得たと言う事です。
何しろ鈴木ガバナーは大学の時の私の
恩師で有りまして何十年ぶりかでお会いして懐かし
いやら頼もしいやらでこの一年間その事からスター
トして何かしらワクワクするような一年を過ごさせ
ていただきました。会員増強委員会の委員長と言う
役割を仰せつかったのですが、ガバナーの地区のテー
マは「ミラクル 1200 を再び」と言う事で会員増強委
員会にとってはプレッシャーの掛かる一年間であり
まして、私も会長と共にそれなりに努力して参りま
したが今年度は入会者 5 名と非常に入会者が多かっ
た。ところが退会者も先程ご報告がありましたお二
方を加えまして 5 名と言う事でプラスマイナス 0 と
いう結果的に会員増を達成できなかったことは、は
なはだ残念ですけれども新しい入会者 5 名を迎えた
と言う事で次年度に向けて我が南ロータリークラブ
《出席委員会》大橋委員長
一年間やらせていただきありがとうございました。 が大いに飛躍していく可能性を秘めているんではな
いかと思って期待しております。地区の 1200 と言う
正直な話最初は名前と顔がまったく一致しなかった
目標が先程ガバナー補佐の山崎さんの方から報告が
のですがあそこに座っていると否が応でも頭にイン
《クラブ組織運営委員会》米内委員長
私たちの委員会は会長方針にのっと
り活発で確実な活動をして頂いたと
思っています。私自身は何もせずに終
えてしまったような気がしますが、各
委員会と会員の皆様の協力で活動計画
で目指した時代の変化に対応しながら
も基本方針がぶれることなく進んだと思います。特
に経験豊かな諸先輩方の実直で柔らかい思考と考察
と若いメンバーの方々の真摯さの融合でもあったの
かなと思います。それに比べ私の至らなさで少し問
題の残ったところもあります。通常例会時に人数の
少ないテーブルがあってファイヤーサイドミーティ
ングなどの為にも現会員数に合わせてテーブルを減
らすとかと言うような事も試しにやってみれば良
かったかなと言う事などが少し課題として残ったと
ころでした。以上ですが重ねて皆様のご協力に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

ありましたように、達成が近いと言う事で我々も次
年度に向けて弾みをつけて頑張っていきたいと思っ
ています。以上で報告を終わります、ありがとうご
ざいました。

《青少年奉仕委員会》桜田委員長
青少年奉仕委員会としましては例
年通り 4 月に蕪島の清掃を八高イン
タ ー ア ク ト の 皆 さ ん と 行 い ま し た。
事故も何もなくてよかったなと思っ
ています。私としましては先月の担
当例会の時に間が持たず５分以上早
く例会を閉じてしまい本当に申し訳なかったなと言
う思いが残っています。来年は大橋委員長がうまく
まとめてくれるんだろうなと思っています。頑張っ
てください。一年間どうもありがとうございました。

《奉仕プロジェクト委員会》吉田立盛委員長
奉仕プロジェクト委員長と言うのは
各奉仕プロジェクトを統括すると言う
立場ですが正直一年間全く何もしてい
なくて各奉仕プロジェクトの委員長さ
んが素晴らしくて、よろず相談やら三
社大祭への招待やら職場訪問やら滞り
なくすべてのプロジェクトをやっていただきました。 《ロータリー財団委員会》小原委員長
各委員長の皆さん各委員の皆さん本当にありがとう
鈴木ガバナーの目標で１人年間
ございました。
150 ドルと言う寄付目標がございま
した。5 月末に 6,388 ドル位だった
《職業奉仕委員会》鈴木委員長
のですが本日、三川会員と清川会員
私自身としては 20 数年ぶりの職業
から頂き、私も若干やらせていただ
奉仕委員長だったのですが全く依然と
いてトータル 6,798 ドルになりまし
内容が変わっていまして大変戸惑いま
て 45 人で割ると 150 ドルをクリアしたかなと思って
した。職場訪問例会については何か公
おります。インターネットで月次寄付レポートと言
共の施設を訪問したいなと言う事で東
うのがあって地区内のクラブごとの寄付の合計がわ
部終末処理場を見学させていただいて
かりますが 5 月末の段階では 40 クラブ中当クラブは
私たちが流した下水がどこにどういっているのかが
6 位くらいです。地区内では会員数の関係もありま
初めてよく分かったと言う感じがしております。よ
すが五所川原クラブと十和田八甲クラブの二つが金
ろず相談は例年通り無事に会長、事務局、その他の
額的には突出しているようです。担当例会の時には
方々のご協力をいただきなんとかうまくできたので
熊谷地区補助金委員長から地区補助金等のご説明を
はとおもっています。担当例会では RI では職業奉仕
いただいて私からは財団室ニュース関係の情報につ
の解釈が段々に変わってきているようですが私なり
いて若干説明致しました。ロータリー財団の認証ポ
の解釈のお話をさせていただきました。
イントの移譲と言うのがありますが将来的に 100％
ポールハリスフェロークラブを目指すと言う事もあ
《社会奉仕委員会》石橋委員長
るかと思い、それに備えて今回 1 件実施いたしまし
例年通りと言いますか、長生園の方々
た。
を三社大祭にお招きして大変喜ばれま
した。職業奉仕さんに協力してよろず 《規定審議・クラブ細則委員会》近藤委員長
相談も無事終了しました。春になって
具体的な活動内容につきましては後
インターアクトの皆さんと蕪島清掃を
ほど発行されますクラブの報告書をご
行いました。いつも通りの社会奉仕で
覧いただければと思います。私、今年
全く申し訳ありませんでしたが次年度は今報告の
度初めに健康に留意して理事会だけは
あった鈴木さんの職業奉仕をやる事になっています
100％出席に努めたいと言いました。お
ので似たような感じでやるのかなと思っています。 陰様でそれは無事達成する事が出来ま
よろしくお願い致します。
した。次年度も同じように考えておりますのでよろ
しくお願い致します。

