2016-17 年度ＲＩのテーマ「人類に奉仕するロータリー」
ＲＩ会長 ジョン・ジャーム（ ROTARY SERVING HUMANITY）

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 長嶺 康廣 ● 会長 吉田 立盛 ● 幹事 平光 清美 ●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/2016/
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言行はこれに照らしてから

清川副ＳＡＡ

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

石橋職業奉仕委員長

《会長要件》吉田立盛会長
《出席報告》原委員長
いよいよ新年度がスタートしました。
正会員数 45 名。本日の出席は免除
今年度のＲＩ会長、ジョンジャームさ
会 員 ７ 名 を 含 む 31 名。出 席 率 は
んが掲げるテーマは「人類に奉仕する
86％です。前々回の例会は年度末慰
ロータリー」
労例会でした。
ROTARY SERVING HUMANITY です。
全世界の１２０万人のロータリー
会員増強委員長を中心に、皆様の一層のご協力を切
チームが一丸となって地域社会と世界がより良いと
にお願いいたします。
ころとなるように行動していきましょう！と話して
何分不慣れなもので、不手際や至らないことなど、
おられるようです。また、今年度はロータリー財団
たくさんあるとは思いますが、1 年間精一杯努めて
創立１００周年という節目の年でもあり、ＲＩ会長の
まいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ、
メッセージとして来年開催される「アトランタ国際
今年度 1 回目の会長要件といたします。
大会でロータリー財団創立１００周年を祝おう」と
ありがとうございました。
のことですので、皆さん奮ってご参加くださいませ。
さて、２８３０地区では、長嶺ガバナーが地区の 《入会式》
スローガンとして「ロータリーの魅力を語り合おう」、
「心に残るロータリーの体験を語ろうを」掲げていま
す。
また、地区の運営方針として 3 つの基本方針も掲
げております。
１．戦略計画をクラブに根付かせる
２．所属クラブで「ＲＩ会長賞」に挑戦する
３．ＲＩ会長賞、地区「特別賞」に挑戦する
長嶺ガバナーより
以上の 3 つを地区の方針として掲げております。
バッヂ伝達
クラブ創立以来 2 人目となるガバナーを輩出する私
共八戸南ロータリークラブは、ホストクラブとして長 《新会員紹介》スポンサー 大澤会員
嶺ガバナーの掲げる方針をクラブ一丸となって達成で
新たに入会されました山﨑寛さんを
きるよう、皆様のご協力を宜しくお願い致します。
ご紹介いたします。生年月日は 1963 年
そして、私ども八戸南クラブのテーマですが、
「ロー
12 月 12 日 52 才、会社名及び地位は損
タリーの魅力を発信しよう」といたします。
害保険ジャパン日本興亜株式会社青森
そのために２つの基本方針を掲げたいと思います。
支店八戸支社長、当会会員でありまし
１．オンラインツールの活用促進
た中村前支社長の後任と言う事になり
２．会員増強１０％
ます。会社の事業は損害保険業、事務所の所在地は
１のオンラインツールというのは、最近よく耳に
柏崎です。山口大学経済学部卒業、ご自宅は熊本市
するマイロータリーやクラブのフェイスブックペー
東区、生粋の熊本っ子、肥後もっこすのようです。
ジ の活用です。会長要件で、たまにスマホの使い方
皆さんご存知のようにこの前大きな地震がありまし
などもお話しできればと思います。
た。幸い大きな被害は受けられなかったようですが
２の会員増強１０％は、現在の会員数４４名です
改めてお見舞い申し上げます。趣味はゴルフ、腕に
ので、４８名を目標にしたいと考えておりますので、 覚えがありそうな感じがします。南風会で活躍して

下さるのではないかと思っています。( 家族に関す
る部分は割愛 ) これ以上申し上げると自己紹介の種
が無くなりますので私からの紹介はこの程度にして
おきます。皆さんどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

円です。
・バギオ便りが届いています。
・三社大祭お手伝いの出欠が回っていますのでよろ
しくお願いします。
・第 1 回理事役員会報告
8 月の例会プログラムについて、8 月 4 日 コミュニ
ケーション委員会担当例会、8 月 11 日山の日、祝日
につき休会、8 月 18 日 納涼家族例会、南類家にあ
るリストランテ澤内さんで行う事になりました。8
月 25 日は会員増強委員会担当例会です。納涼例会の
詳しいご案内は後日お知らせします。
山田会員より出席免除会員の申し出があり理事会で
承認されました。
三社大祭観覧は 50 席用意してのぎく園さんと長生園
さんをご招待します。
・来週は各委員長挨拶ですので各委員長の皆様よろ
しくお願いします。
・本人誕生日の記念品は名前が刺繍されたバスタオ
ルになっておりますのでお帰りになりましたら名前
のご確認をお願いします。間違えがありましたら幹
事までお知らせ下さい。
・ロータリー手帳に貼れるサイズの年間プログラム
を作っておりますのでご希望の方は幹事までどうぞ。

《新会員挨拶》山﨑会員
皆さんこんにちは、6 月 23 日の慰労
例会の時にご配慮いただきまして参加
させていただき、その時にいらっしゃ
る方には個別でご挨拶させていただき
ましたけれどもあらためまして、今、
大澤会員からご紹介いただきました山
﨑と申します。どうぞよろしくお願い致します。大
澤会員からのコメントの中にありました通り私は九
州の熊本出身でありまして、熊本で生まれて高校ま
で熊本でそのあと山口に行って大学を卒業した後、
当時の安田火災という会社に入社いたしまして、現
在は損保ジャパン日本興亜八戸市支社長として 4 月
から勤務しております。前任は茨城の水戸という所
におりまして、私が八戸に異動が決まった時にたま
たま茨城で働いている同僚に八戸に勤務したことが
あった同僚がおり、八戸っていいよねと言う話があ
りました。特に同僚の奥さんが色んな所に転勤した
中でもう一回住むとしたら八戸に住みたいと言って 《ニコニコボックス》吉田賢治副委員長
いるそうで、その位良いところだよと教えて頂きま
吉田立盛会長 : とうとう自分の年度が
した。まだ私はこちらに来て 3 か月ですけれども八
来てしまいました。皆様一
戸の温かい人たちに出会ったり、おいしい食べ物を
年間、ご協力よろしくお願
食べたりおいしい飲み物を飲んだりと、まだ 3 か月
いします。
ではありますが八戸の良さが段々と実感出来てきた
平光幹事 : 長嶺ガバナー、吉田会長、
かなと思っています。ただ一つ心配なのが、私は熊
会員の皆様 1 年間よろしくお
本生まれなので八戸の冬がちゃんと越せるかどうか
願い致します。
と心配している次第です。
橋本会員 : 長嶺ガバナー、吉田会長、平光幹事、理
残念ながら今まで私はロータリーという活動に加
事役員、会員の皆様、お互いに 1 年間頑張
わった事がございません。今回が初めてでございま
りましょう。
す。そういう意味では全く知らないものでございま
鈴木会員 : 長嶺ガバナー、立盛年度、1 年間良き年
す。色々と教えて頂きながらこれからやっていきた
度になりますように。
いと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
黒田会員 : 今年度も RI の委員会委員とロータリー日
本財団の理事を担当します。よろしくお願
《本人誕生日》
いします。
近藤会員 : 理事、規定審議・クラブ細則委員長一年
間よろしくお願い申し上げます。
石橋会員 : 長嶺丸、吉田丸の無事の出航を祝して。
赤穂会員 : 吉田会長、平光幹事、頑張ってください。
久保田会員
長嶺会員
榊会員
大澤会員 : 山﨑新会員をよろしくお願いします。吉
田会長のご健闘をお祈りします。
小原会員 : 吉田会長、平光幹事のご活躍をお祈りし
ます。
長嶺会員 : 吉田年度の船出おめでとうございます。
清川会員
理事役員、会員の皆様 1 年間よろしくお願
いします。
《幹事報告》平光幹事
三川会員 : 山﨑様、御入会ありがとうございました。
・国際ロータリー第 2830 地区 2016-17 年
熊谷会員 : 吉田会長、平光幹事、役員の皆様 1 年間
度米山奨学生研修旅行開催のご案内が届
よろしくお願いします。
いています。日時は 2016 年 8 月 23 日か
米内会員 : 伊藤前会長おつかれさまでした。吉田会
ら 24 日、場所は気仙沼、陸前高田被災
長よろしくお願いします。
地等、締め切りは 7 月 29 日です。
榊会員 : 吉田会長スタート、若さでガンバって下さい。
伊藤会員 : 祝 ! 吉田年度
・今月のロータリーレートは 1 ドル 102

清川会員 : 初めての SAA です。よろしくお願い致し
ます。
西村会員 : いよいよ吉田年度が始まります。皆さん
と力を合わせて頑張りましょう。
本人誕生日 : 久保田会員、長嶺会員、
榊会員、清川会員
結婚記念日 : 野澤会員 (5 月 ) 遅くなりました。

《米内会長エレクト・奉仕プロジェクト委員長》
会長エレクトを拝命いたしました。
今から緊張してどうするのかなと思う
のですが結構緊張するものです。一年
間勉強させていただいて、次年度私の
時には間違いのない会長になるように
勉強させていただきたいと思います。
奉仕プロジェクト委員会の活動計画は、私自身ロー
《ご挨拶》長嶺ガバナー
タリーは奉仕団体ではなく奉仕する人の集まりと言
吉田丸の船出を祝して、おめでとう
う事をお聞きしました。これはずいぶんと言い言葉
ご ざ い ま す。理 事 役 員、会 員 の 皆 様、 だなと思ってこの事を念頭に置いて奉仕活動の理念
今年一年ご苦労を掛けると思いますが
を追求できればと思います。どうか一年間よろしく
ご支援ご協力をお願いしたいと思いま
お願い致します。
す。先ほど来から私の誕生日と言う事
で、今日は私の誕生日なのですが今日 《鈴木副会長・クラブ組織運営委員長》
の誕生日に重なりに重なったのは、吉田年度出発式
副会長と言う役目を拝命した鈴木で
と私のガバナー年度としての最初のスタート、そし
す。よろしくお願い致します。ご存知
て最初のスタートに新会員の入会式がガバナーとし
の方もいらっしゃると思いますが昨年
ての最初の仕事になりました。今日はこの後青森モー
来ちょっと体調を壊しまして、きちん
ニング RC で公式訪問が始まります。16 時から会長
と治療はしています、治療をしている
幹事会とクラブ協議会、翌日の朝に公式訪問があり
とご覧の通り元気なのですがその為の
ますのでこの挨拶が終わりましたら中座させていた
時間的な制約が結構ありまして、果たしてお役に立
だきます。こういった形で我が誕生日に重なりに重
てるのか、何ができるのかちょっと不安なところは
なったと言う感じで、私は良く仏縁に恵まれた人間
ございます。何とかもう一つの立場でありますクラ
だと言うんですが、こんなに重なるもんかと自分で
ブ運営委員会の委員長として関連の委員会さんと連
も怖くなるくらいびっくりしています。今年一年間
携して吉田会長を盛り上げていきたいと思っていま
頑張りたいと思いますので皆様のご協力よろしくお
すので、何卒よろしくお願い申し上げます。
願いします。
《石橋職業奉仕委員長》
《ご挨拶》久保田地区大会実行委員長
二度目の職業奉仕の石橋です。よろ
皆さんすでにご存知の事とは存じま
しくお願い致します。先程やりました
すが 9 月 30 日と 10 月 1 日の二日間に
四つのテストの唱和と四つの反省を今
亘り地区大会が行われます。それに伴
年も行いたいと思っています。あとは
いまして各種役員会実行委員会等を
恒例のよろず相談と職場訪問をやって
行って順次準備を進めている状況です。
いきたいと思っております。今年度の
地区大会実行に当たりましてはメン
職場訪問は西村会員にお願いして病院を訪問したい
バーの皆さんの絶大なご協力をお願いしたいと思い
と思っていますのでご協力をお願い致します。
ます。21 日の実行委員会の案内を差し上げています
がそれに先立ちまして部会委員会を開催して頂きた 《清川社会奉仕委員長》
いと思いますので重ねてお願いを申し上げます。
社会奉仕委員長の清川です。今日出
欠が回っていますが 8 月 1 日の長生園
《クラブ協議会》吉田立盛会長
の三社大祭観覧は吉田会長ののぎく園
今日はクラブ協議会と言う事で今年
も一緒です。この通り頼りない委員長
度の理事役員の皆様に挨拶をいただき
ですので皆様のお力がなければ運営で
たいと思います。会長挨拶は先ほど申
きないと思っています。ぜひ私を助け
し上げましたので最初に直前会長にお
ると思ってご参加していただきたいと思います。
願い致します。
よろず相談は職業奉仕と一緒に何とか成功させた
いと思っています。理事としては吉田会長平光幹事
の足を引っ張らないように頑張っていきたいと思い
《伊藤直前会長》
ますのでよろしくお願い致します。
直前会長として出しゃばらずに控
えめに吉田年度を支えたいと思って
《吉田賢治国際奉仕委員長》
いますので皆様方のご協力、よろし
国際奉仕委員長の吉田です。よろ
くお願い致します。
しくお願い申し上げます。姉妹クラ
ブを榊会員に副委員長としてお願い
して米山は小笠原会員に副委員長を
お願いしております。委員会メンバー

始め会員の皆様にもお手伝いして頂きながら何とか
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。

う事で RI では非常に力を入れて財団の活動に取り組
むらしいので私も心して頑張っていきたいと思いま
す。

《近藤規定審議・クラブ細則委員長》
《大橋青少年委員長》
規定審議・クラブ細則委員会として
青少年奉仕委員長の大橋です、青少
の活動は活動計画書をご覧いただけれ
年奉仕はインターアクトの高校生の方
ばと思います。理事会メンバーの一員
との交流がありますがあまり悪いイ
としては昨年と同じように健康管理に
メージを与えないように、良いイメー
留意して理事会だけは 100％出席にな
ジを持ってもらえるよう真摯な態度で
るように努めたいと思っております。
接していきたいと思います。私は大学
そして理事会の運営が適切に行われるように少しで
生の時にローターアクトに入っていましたがその時
の入会の動機は凄く美人の先輩に誘われた事でした。 もお役に立てればと思っておりますのでよろしくお
願いします。
それが無かったら私は今ここに居なかったと思いま
すので、ちょっとした一言がきっかけになると思う
ので高校生の皆さんにも将来的にはロータリーに 《平光幹事》
あらためましてこんにちは、幹事の
入って頂けるように真摯な態度で接したいと思って
平光です。二回目の幹事になりますが
います。
5 年ぶりですので色々と忘れたり失礼
があるかと思いますが、皆様に色々と
《三川 R 財団委員長》
教えて頂きながら一年間無事に過ごせ
ロータリー財団委員会委員長を仰せ
ればいいかなと思っています。宜しく
つかりました三川です。よろしくお願
お願い致します。
い申し上げます。例年ロータリー財団
の活動目標と言うのは三つあって、一
《熊谷会計》
つは年次寄付の目標額を掲げると言う
会計を仰せつかったか熊谷です。非
事、次にロータリー財団の活動の広報
常に足取り軽やかに壇上に上がってき
をする事、そして三つ目は寄付用の袋を用意する事
ましたけれどもなぜかと言いますと前
で、この数年間を振り返りますとこの三つの事が書
年度の伊藤年度で大分沢山お金を残し
いてあります。今年度私も大体それを踏襲した形で
てくださいましたので今年度の資金繰
やっていきたいと思い同じように三項目を掲げまし
りは非常に楽なのかなと思っていま
た。ただ今年はガバナーの長嶺さんが前年度に比べ
す。ただ今般の RI の規定審議の決定に基づいて若干
て年次寄付を 5％上げなさいというような事を地区
入りくりするので、予算書に関しましては改めてご
の目標として掲げておられますので、是非ともそれ
案内いたします。よろしくお願い致します。
を達成したいなと思い皆さんの厚いご協力をお願い
したいと思っています。宜しくお願い致します。そ
れからもう一つです、財団の委員長と言ってもたい 《吉田立盛会長》
SAA の桜田さんは今日お休みですので次回ご挨拶
したことがないと思っていたのですがすごい事が次
をいただきたいと思います。
年度起こる事になりました。次年度は財団創立 100
周年、2017 年がロータリー財団創立 100 周年だと言

