
《ゲスト》

八戸高校インターアクトクラブ

杉本圭南さん、山岸彩乃さん、佐藤千明さん

工藤咲季さん、黒坂絵美さん、泉水結衣さん

顧問教諭　山口明子先生

《ビジター》

奥山 剛様 (七戸 RC)

《会長要件》吉田立盛会長

　八高インターアクトの皆さんようこそ

おいでくださいました。先週の金、土の

二日間年次大会お疲れ様でした。弘前で

の年次大会に大橋委員長と二人で行って

きました。うちのクラブからは長嶺ガバ

ナーも参加していました。県内のインターアクター

120 名ほどが一堂に会した大会で、ホストクラブは

聖愛高校さんでした。例年だと 7 月に行われている

のですがホストクラブの聖愛高校の校長先生が、う

ちは今年甲子園に行くので 7 月ではなく 9 月にと言

う、たっての希望で変更したというお話でしたが、

結果、私たちのクラブの法官会員の光星学院が甲子

園には行きました。

　先週は例会を欠席させていただき、八戸西ロータ

リークラブへ地区大会のご協力のお願いに行ってま

いりました。今日は久保田実行委員長が三戸クラブ

へお願いに行っており、ようやくコ・ホストクラブ

すべてを回ることができました。いろいろなクラブ

へ行ってすごく良い経験になりました。私は今回初

めてメーキャップに行ったのですが、先輩ロータリ

アンからは良い勉強になるよと言われていた通り、

クラブごとに例会の進め方、雰囲気など独自のもの

がありました。先週は吉田賢治副実行委員長と一緒

に八戸クラブさんに行ってきましたが、すごくトラ

ディショナルな雰囲気というか、プレッシャーのか

かる中での協力のお願いでした。今日は青少年奉仕

委員会の担当です、大橋委員長よろしくお願いいた

します。

《本人誕生日》

松田会員

《幹事報告》平光幹事

・八戸西ロータリークラブチャーターナ

イトの出欠表を回しています。

・五戸ロータリークラブより創立 50 周

年記念式典の案内が来ています。11 月

12日 (土 )登録受付14時、式典が15時、

祝賀会 17 時 30 分です。後日出欠を取

りますのでよろしくお願いします。

・ハイライト米山が届いています。

《ニコニコボックス》西尾委員

奥山剛様 ( 七戸 RC): 初めてメーキャッ

　　　　プします。よろしくお願いしま

　　　　す。

吉田立盛会長 : 八高インターアクトクラ

　　　　ブの皆様ようこそ。今日はよろ

　　　　しくお願いします。

平光幹事 :八高 IAC の皆様よろしくお願いします。

鈴木会員 :インターアクトの皆様ようこそ !

小原会員 :八高 IAC の皆様ようこそ。

 

●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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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

あの頃君は若かった…　　さて誰でしょう？

※前回（1991 回）の
写真は、左から三浦
晃会員、橋本会員で
した。

　正会員数 45 名。本日の出席は免除

会員 5 名を含む 24 名。出席率は 64

パーセントです。前々回の例会はメー

キャップ 1 名。出席率 84 パーセント

でした。3 か月ぶりにこの場に立ち

ましたが今日は原委員長がお休みだと知らなかっ

たので何も考えていませんでした。八高の皆様よ

うこそいらっしゃいました。後ほどの発表では時

間をたっぷり取りますのでよろしくお願いいたし

ます。

《出席報告》大橋副委員長



うこともありたくさんの親子連れなど

が来場してくれました。私は、ＡＬＴ

の方々と一緒にクラフトコーナーでハ

ロウィンの折り紙や、子どもたちの手

形や足形で七面鳥を作るお手伝いをし

ました。子どもたちの自由な発想での

ものづくり見ていてとても楽しかったです。また、

子どもたちの手や足がとても小さくてかわいかった

です。子どもの年齢によってはさみが上手に使えな

かったりのりを上手く使えなかったりすることも

あって相手に合わせて手伝うことも大切なのだと気

付きました。休憩時間には、ＡＬＴの先生方と英語で

会話する機会もあったのですが、うまく伝えられな

いこともあり残念でした。

　次のボランティアも楽しみです。

《インターアクト年次大会に参加して》

2年　佐藤千明さん

　私は今回、初めてインターアクト年

次大会に参加しました。初めて会う他

の高校生と生活するということで不安

もありましたが、多くのことを学ぶこ

とができて、とても充実した２日間と

なりました。

　それぞれの仕事の第一線で活躍している方のお話

を聞く「職業講座」は、なんとなく知っていた知識を、

より正しいものにすることができて、とてもよい刺

激になりました。特に損害保険会社のお話で、日本

の人口が減っても同じ保険制度を供給できるように

海外の会社を買収するという話にはとても驚きまし

た。楽しみにしていた天体観測では、展望台に上が

ると曇り、降りてきたころには晴れるというタイミ

ングの悪さもありましたが、小さい望遠鏡で観察す

ることができ、月のクレーターもはっきり見えたし、

夏の大三角形も見えてとてもきれいでした。会長の

吉田さんに、田んぼアートを見せていただき楽しい

時間を過ごせました。成長の糧となる２日間でした。

《インターアクト年次大会に参加して》

2年　工藤咲季さん

　今回、私は初めてインターアクト年

次大会に参加しました。

　今回の目玉企画の職業講座で、私は

日産自動車のディーラーの方からお話

を聞くことができ、メーカーとディー

ラーでは仕事内容が全く違うことや、

企業としての正しいあり方を知ることができました。

私の父が、自動車会社のディーラーで働いていたの

で、父の仕事が少しだけでも理解することができ、

嬉しかったです。

　また、この年次大会に参加する前は、他校のイン

ターアクトの人と宿泊するということもあり、うま

くやって行けるか不安でしたが、実際に行ってみて、

仲良く話せる、とてもよい関係を築くことができま

した。今後、また他校のインターアクトの方と活動

することがあるかもしれないので、これからも交流

を続けていきたいです。

　また、弘前からの帰りの途中、会長の吉田さんに

山田会員 : 八高インターアクトクラブの皆様、よう

　　　　こそおいで下さいました。

伊藤会員 : 八高インターアクトクラブの皆さんよう

　　　　こそ。

西村会員 :八高インターアクトの皆さん、ようこそ !

結婚記念日 :松田会員

《青少年奉仕委員会》大橋委員長

9 月 10 日、11 日にインターアクトの年

次大会が弘前のロマンとぴあそうまで

ありました。その時の発表を含めて八

戸高校インターアクトクラブの方々に

活動報告をしてもらいます。

《馬渕川・高瀬川水防演習に参加して》

2年　泉水結衣さん

　馬淵川・高瀬川水防演習での放送の

ボランティアに参加しました。プロの

アナウンスの方の隣で放送することが

でき、とても貴重な体験をさせていた

だきました。災害に備えて日々訓練し

ていることによっていざというときに

も私たちの生活の安全が守られているということに

気付きました。また、私はこんなにも多くの方の前

で司会をするのは初めての体験だったので、リハー

サルからとても緊張しました。リハーサルの失敗を

繰り返さないよう本番までたくさん練習を重ねて、

本番では上手に読むことができ、達成感を感じてい

ます。東日本大震災を経て、災害は突然身近に起こ

るものだと思いました。災害が起こることを止める

ことはできませんが、国、県、警察や消防の大きな

組織から地域の人やボランティアの人のような一人

一人が、連携を取って行動することで、被害を最小

限に食い止めようとしているんだなと思いました。

これからもこのようなボランティアがあったら積極

的に参加したいです。

《国際交流フェスタに参加して》2年　杉本圭南さん

　今回のボランティアは、国際交流フェ

スタということで、たくさんの国の方々

とお話ができるかもしれないと思い、

楽しみに参加しました。私たちが活動

したブースには、ＡＬＴの方がたくさん

いらっしゃいましたが、最初は何も話

しかけることができず、はずかしがりためらってい

ました。ＡＬＴの女性が、私の隣に座って話しかけて

くださり、安心するとともに、少しずつ会話ができ

ました。今回楽しみにしていたこの活動で、最初に

話しかけられなかったり、恥ずかしがったりしたこ

とが心残りとなっています。もしまた今回のように

国際交流のボランティアがあったら、ぜひ参加して、

次は必ず自分から積極的に会話をしようと思いまし

た。国際交流フェスタで、良い経験ができました。

《国際交流フェスタに参加して》2年　山岸彩乃さん

　今回、国際交流フェスタのお手伝いをして楽しい

経験をすることができました。

　当日は天気が悪かったのですが、歩行者天国とい



田舎館村の田んぼアートを見に連れて行っていただ

き、想像もつかないほどの田んぼアートの大きさに

感動しました。本当にありがとうございました。

《インターアクト年次大会に参加して》

2年　黒坂絵美さん

　私は年次大会に参加するのは今回で２

回目でした。今年はどんな人たちと一緒

に泊まるのかと期待する一方、部長とし

て活動報告をするとき、かまないかどう

か心配もしました。

　大会１日目に活動報告会がありまし

た。いざ自分の番になると、不思議なことにほとん

ど緊張しませんでした。自分でも驚くほどに落ち着

いて発表できました。一部かんでしまいましたが、

大勢の前で発表することはまずないので、良い経験

になりました。

　２日目、私は神社の参拝の仕方についての講義を

聴きました。今までの参拝方法が少し間違っている

ことを知り、来年の初詣の時には正しく参拝しよう

と思いました。

　今回は１日目に頭が痛くなるという個人的なハプ

ニングがありましたが、大会全体はとても楽しかっ

たです。来年は引退して参加できませんが、今回学

んだことを将来に役立てたいです。

《大橋委員長》

　青少年奉仕委員会委員長としてインターアクト年

次大会に吉田会長と一緒に参加しました。吉田会長

の車に乗せていただいたのですが遅れて出発したは

ずなのに先に到着しました。会場では仕事がらテン

トが気になりました、とてもきれいなホルン型のテ

ントでしたが、しわもなくきれいに張られていたの

が少し悔しくもありました。会場では弘前ロータリー

の方だと思うのですが、おそろいの T シャツを着て

いて、うちのクラブでもそろいのものを身に着ける

のもいいなと思いました。夕食はバーベキューでア

ルコールなしの会食が少し残念でした。夜の天体観

測では集合に遅れたグループが後回しになりました

が、後半の方が星がきれいに見えたようです。時間

がないようなのでこの辺で終わります。

《鈴木副会長》

　財団学友、洞内みな子さんからメールが届きまし

た。一部抜粋ですがご紹介します。

「ご無沙汰しております。最近、このメールアドレス

をほとんど使っておらず返信がこんなに遅くなって

しまい、大変失礼致しました。地区大会の件ですが、

残念ながら仕事の都合で参加が難しそうです。年末

年始は帰省予定なので、もし皆様にご挨拶できる機

会があれば是非参加させていただければと思います。

P.S. こちらの近況ですが、実は今年前半に東京メト

ロ主催のデザインコンペ 2 部門で最優秀賞をいただ

き現在銀座線 4 駅リニューアルのための基本設計を

進めております。」
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