
《ビジター》

小林　肇　様 (八戸中央ＲＣ)

《会長要件》吉田立盛会長

　おとといの台風がすごくて皆さんの

ところも大変だったと思いますが、私

の所の従業員に久慈の山形村の出身者

がいて昨日から実家と連絡が取れない

といってあわてて帰っていきましたが、

あちらは被害がすごかったみたいです。

皆さんの家や会社はどうだったでしょうか、私が生

きてきた中で一、二番目くらいの台風だったと思い

ます。私の所も館越山の木が 5、6 本倒れまして、以

前「めどつが出るぞ」の看板があったところの桜の

木が道路側にはみ出していたので昨日は一日チェー

ンソーをもって山で片づけをしていました。

　今日はロータリー情報退会防止委員会担当例会で

す。小原委員長、卓話をしていただく黒田会員よろ

しくお願いいたします。

　先週と今週、久保田地区大会実行委員長と一緒に

いろんなクラブを回らせていただいていますが、先

週お邪魔した八戸東ロータリークラブでは本人誕生

日では会員全員でハッピーバースディーを歌ってい

たのですが東クラブは全員が男性なので迫力があり

ました。本日いらっしゃっている小林様の中央クラ

ブさんにも先日お邪魔させていただきましたがとて

も雰囲気の良いクラブでした。小林様には後で一言

頂戴いたしますがよろしくお願いいたします。

《入会式》

バッヂ伝達

《新会員紹介》スポンサー熊谷会員

　西尾和樹さん、年齢は 33 歳で見た目

よりはだいぶお若いです、きっかけは

私のお取引先の娘さんのご主人で、こ

の辺の出身でないのでまだあまりお知

り合いが少ないようでしたので 7 月に

ロータリーにお誘いしたところ、ちょ

うどそのような組織に興味を持っていたとおっ

しゃっていただき、非常にまれなケースというか私

を待っていてくださった感じでびっくりしましたが、

とんとん拍子で話が進み今日にいたりました。先ほ

どもお話しした通り 33 歳と、これからを担う若くて

元気な方ですのでロータリーでも力を発揮してくだ

さるのではないかと楽しみな方です。

《新会員挨拶》西尾会員

　初めまして、西尾と申します。只今ご

紹介いただきましたとおり埼玉県出身

で、大学を出てから北海道で林野庁とい

う所で国有林の現場の方で仕事をしてお

りました。台風などで大雨が降ったら翌

日には林道を走って山に行って被害状況

を調べたりというような業務をしておりましたので、

今も北海道の同期や仲間達はどうしているのかなと

心配しているところです。八戸に来て今年で 4 年目

になりますがまだまだ分からないことが多いのです

が、一番は言葉がわからない事ですけれども、この

ような会に巡り合えてありがたいなと参加させてい

ただくことにいたしました。今後ともよろしくお願

いいたします。
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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

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

　正会員数 45 名。本日の出席は免除会

員７名を含む31名。出席率は82％です。

前々回の例会は、納涼家族例会でした。

《出席報告》原委員長



　　　　しくお願いします。西尾さん

　　　　ようこそ三浦晃会員、米内会

　　　　員、Happy Birthday!!

平光幹事 : 小原委員長よろしくお願い

　　　　します。西尾さん入会おめで

　　　　とうございます。

小原委員長 : 本日はロータリー情報退会防止委員会

　　　　担当例会です。黒田先生、卓話よろしくお

　　　　願いします。

熊谷会員 :西尾さんようこそ !!

小笠原会員:59才になりました。気持ちは27才です、

　　　　皆様年寄り扱いしないでください。

伊藤会員 :西尾さん、入会おめでとうございます。

吉田賢治会員 :西尾さんようこそ !

本人誕生日 :三浦晃会員、米内会員、小笠原会員

配偶者誕生日 : 黒田会員、下田会員、田守会員、吉

田賢治会員

《ロータリー財団委員会》三川委員長

　本日黒田会員より 1,000 ドルの財団へ

の寄付がありました。どうもありがとう

ございました。

《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長

　ロータリーの友より 4 点ご紹介しま

す。横組みの 10P に「お気づきですか ?

『ロータリーの友』が少し変わりまし

た」ということが載っております。

32P には「ロータリーの希望の風奨学

金」という記事がありますのでお読み

ください。38P には「ロータリー米山記念奨学事業

の基礎知識」というものがありますので、ここもぜ

ひ読んでください。最後に 52P の「新クラブ」のと

ころに八戸西ロータリークラブの紹介が載っていま

す。

《ご挨拶》小林肇様 (八戸中央 RC)

　八戸中央の小林です。先日は吉田会

長さんが中央クラブへ来て地区大会参

加のお願をしておりましたが中央クラ

ブとしては沢山参加するように働きか

けているところです。私は 2 年ほど前

に中央クラブ 30 周年記念式典のお願い

にメーキャップにお邪魔しましたが、今回は八戸西

ロータリークラブ設立に関してのお願いに参りまし

た。鈴木直前ガバナーから八戸地区に新しいクラブ

を設立することに関して特別代表を任命されて準備

してまいりましたが、今年度 7 月 20 日に正式に RI

から認可になり、7 月 26 日の合同例会でご紹介しま

したけれども、現在会員数は 23 名です。来る 10 月

16 日、日曜日にきざん八戸においてチャーターナイ

トを予定しております。先月 30 日に案内状を発送し

て、先ほど幹事さんからも報告があった通りでござ

います。貴クラブの長嶺ガバナーへの最高の贈り物

と考えております。どうか皆さま10月16日のチャー

ターナイトへ沢山ご参加くださいますようにお願い

《新米山功労者》

小笠原会員

《本人誕生日》

三浦会員　　　　米内会員　　　　 小笠原会員

《配偶者誕生日》　　　　　　　　　 《結婚記念日》

黒田会員、下田会員、田守会員　　 熊谷会員

吉田賢治会員

《幹事報告》平光幹事

・八戸西 RC チャーターナイトの案内が

届いています。10 月 16 日 ( 日 )15 時

より、きざん八戸です。

・東第 1、第 2 グループ合同 IM の案内

が届いています。10 月 29 日 ( 土 )14

時30分登録。むつ市はねやホテルです。

・( 公財 ) 米山梅吉記念館より秋季例祭の案内が届い

ています。9 月 24 日 ( 土 ) 午後 2 時より、米山梅吉

記念館ホールです。館報も届いています。

・例会変更のお知らせです。八戸東RC 9月16日(金) 

時間場所変更、八戸北 RC 9 月 27 日 ( 火 ) 時間変更、

八戸中央 RC 9 月 19 日 ( 月 ) 祝日につき休会、メー

キャップ不可、9月 26 日 ( 月 ) 時間場所変更。

・今月のロータリーレートは 102 円です。

・公共イメージ向上のための広報誌「ロータリー世

界と日本」、会員勧誘のための広報誌「あなたも新し

い風に」の申込用紙が届いています。

・第 3 回定例理事役員会の報告です。10 月のプログ

ラムについて、10 月 13 日のガバナー公式訪問例会

の後に地区大会慰労会を開催します。後ほど奥様方

にもご案内を差し上げます。10 月 20 日の職場訪問

例会は西村会員の所に職場訪問をさせていただきま

す。

・西尾会員の所属委員会は親睦活動委員会と社会奉

仕委員会です。

《ニコニコボックス》吉田賢治副委員長

小林肇様 (八戸中央 RC):

　10月 16日 (日 )八戸西ロータリークラブのチャー

ターナイトがございます。多数御参加お願い致しま

す。

吉田立盛会長 : 小原委員長、黒田会員、今日はよろ



を申し上げます。

《ロータリー情報退会防止委員会》小原委員長

　本年度のロータリー情報退会防止委

員長を仰せつかっている小原です。ロー

タリー手帳を見ますと 9 月は基本的教

育と識字率向上月間とロータリーの友

月間ということになっております。そ

の関係でロータリー情報の例会が 9 月

に設けられたのかなと思っています。本日は、元 RI

理事の黒田会員よりお話をしていただくことになっ

ておりますのでよろしくお願いいたします。

八戸南 RC 例会卓話（２０１６．９．１）

ロータリー情報・退会防止委員会担当例会

（卓話者：黒田正宏）

１．今年度はロータリー財団創立 100 周年記念

１)「世界でよいことをしょう」

　1917 年 6 月 18 日、ヨーロッパで第一

次世界大戦が進行しているとき、アメ

リカのジョージア州アトランタでは第 8

回ロータリー年次大会が開催されてい

た。当時の会長アーチ・クランフが演

説で「世界でよいことをするための基金をつくるの

が、きわめて適切だと思われる」と述べた。この演

説と最初の寄付 26 ドル 50 セントで財団が開始され

た。

現在では、世界各地の貧困緩和，保健改善、教育機

会の拡大、平和の推進を支える数億ドル規模の財団

に成長したが、その道のりは大変なものだった。

◎６つの重点分野にしぼる。

◎2015－16 年度の日本での寄付額：約 17 億 8 千 5

百 82 万円　

アメリカについで、日本、インドの順です。世界合計：

1億 8千 188 万ドル

２）特に「ポリオ撲滅推進運動」と「ロータリー平

和センタープログラム」は素晴らしい成果をあげて

います。皆さんのさらなる積極的なご協力をお願い

します。

◎公益財団法人ロータリー日本財団（国際ロータリー

の協力財団）の事業と任務。

平成２７年度：グローバル補助金奨学生 32 名、ロー

タリー平和フェローシップ 13 名

◎クラブレベルの奉仕活動事例：

広島東 RC の「ロータリー財団 100 周年記念プロジェ

クト」

　　END POLIO NOW　電車広告　2016 年 8 月 4 日か

ら 1か月間運行

◎日本の寄付目標：年次寄付一人当たり　150 ドル

（15300 円）、他にポリオ撲滅推進ら

２．最近の RI 理事会の決定項目と規定審議会の結果

１）「ロータリーの行動規範」の中の⑧を削除

　「⑧事業または専門職上の関係において、普通には

得られないような便宜ないしは特典を同輩ロータリ

アンに求めないこと。」　さらにその後、現在のもの

に修正された。

２）会員基準とクラブ運営の柔軟性や多様性を認め

る。

退職者やローターアクターも。例会の持ち方。

３．今年 8月の RI 運営審議会での話題について

１）RI 本部スタッフの給与水準と他の特典について。

退職時の問題。

２）アメリカでのクラブと地区の奉仕活動参加保険

加入。

３）国際ロータリー旅行サービス会社との契約内容。

利用者への配慮。

４）CSR・India（企業の社会的責任のインドでの法令）。

その他。
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