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孝将様（五戸ＲＣ）
彰様（八戸東ＲＣ）

言行はこれに照らしてから

桜田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

《出席報告》原委員長
正会員数 41 名。本日の出席は免除
会員 3 名を含む 31 名。出席率は 91％
です。前々回の例会は、お花見例会
でした。

かなか遠方でのメーキャップの様子などを聞く機会
《会長要件》吉田立盛会長
はないのですごく楽しみにしています。お二方よろ
今日は退会された山﨑さんの後任の
しくお願いします。
田名田さんに来ていただきました。よ
うこそ入会おめでとうございます。後 《入会式》
ほどバッヂの伝達を致します。
一週間空いての例会ですが今日はた
くさんの皆さんに出席していただいて
活気があってうれしく思います。先月末に蕪島海岸
の清掃を総勢４６名でやってまいりました。八高Ｉ
ＡＣの生徒さんも 20 名以上でしたが、クラブの皆さ
長嶺ガバナーよりバッヂ伝達
んも黒田会員はじめ 20 名以上の参加で、ホームペー
ジ用の写真も沢山撮ってまいりました。蕪島海岸に 《新会員紹介》スポンサー 大澤会員
は県外ナンバーの車がたくさんいて、まさに三陸復
新会員の田名田さんをご紹介します。
興国立公園の玄関口ということで沢山の観光客が来
たなださんはフルネームで言うと田名田
る中で最初に目につくところが海岸が綺麗かどうか
曜行さんとおっしゃいます。田んぼの田
とか整備されているところが綺麗かどうかというと
に名前の名そしてまた田んぼの田が名字
ころだと思いますが、今年は人数が多かったので海
で、てるゆきのてるは曜日の曜でゆきは
岸だけでなく手前の公園まできれいにできました。 行事の行でてるゆきです。おととい 41
きれいになって気持ちよくなりました。私の死んだ
歳になったばかりの非常に若い会員です。田名田さ
ばあちゃんが「散らかっているのをそのままにするっ
んは損保ジャパン日本興亜八戸支社の支社長として
ていうのは心が汚いんだよ、掃除するということは
お勤めになっています。事業は損害保険業で山﨑さ
自分の心をきれいにするんだよ」というような話を
んの後任になります。出身大学は早稲田大学政経学
していたので、高校生のみんなに、みんなで心をき
部でスポーツ観戦が趣味ということです。先ほど誰
れいにしましょうというようなことをお話ししまし
かに単身赴任かどうか聞かれましたが詳しくは本人
た。
からお話があるかと思います。先ほども言いました
今日は次年度ガバナー補佐の三浦さんに来ていた
が若い会員ですのでこのクラブにも若い会員の方が
だいております。次年度のガバナー補佐が見えられ
結構いらっしゃるので話が合うかと思います。皆さ
るということは、私の年度もあと少しです。残すと
んどうぞよろしくお願いします。
ころ一か月半何とかここまで来ましたのもみなさん
のお陰です。今日はこの後、西村会員からイギリス 《新会員挨拶》田名田会員
でのメーキャップの様子、鈴木副会長からは神戸で
ご紹介いただきました田名田曜行と申します。よ
のメーキャップの様子をお話していただきます。な
ろしくお願いいたします。しゃべろうと思ったこと

は大澤会員からお話しいただきました
が、こちらには妻と子供と参りました。
東京勤務が長く、社歴でいうと最初浜
松勤務でその後はずっと東京が多かっ
たものですから、今回こどもが小学校
入学の丁度良いタイミングで、手前ど
もの会社は単身赴任が多く子供と一緒に遊べるよう
なところに行きたいと思っていたところ、こちらに
来られたと思っています。子供も元気に学校へ行っ
ておりまして、家庭のことを心配することなく仕事
にまい進出来ると思っています。今日初めて参加さ
せていただきますが、八戸のことなどいろいろと教
えていただきながら交流を深めさせていただきたい
と思っていますので今後ともよろしくお願いいたし
ます。
《本人誕生日》

鈴木会員

西村会員

します。
吉田立盛会長 : 田名田さん、入会おめで
とうございます。鈴木さん、西
村さん本日はみやげ話をよろし
くお願いします。
平光幹事 : 田名田さん入会おめでとうご
ざいます。 西村さん、鈴木さんよろしくお
願いします。
鈴木会員 : 角館、弘前、根城城址、東霊園の桜満開
楽しみました。日本ＴＶスッキリの館鼻朝
市の取材で、孫と嫁がインタビューを受け
全国放映されました。
大澤会員 : 田名田さんをよろしくお願いします。
熊谷会員 : 田名田さんようこそ！！
小笠原会員 : ごぶさたしておりました。
伊藤会員 : 田名田さんようこそ、西村さんお帰りな
さい。
清川会員 : 蕪島海岸清掃活動おつかれさまでした。
皆さんの協力で無事に終われました。
本人誕生日 : 鈴木会員、西村会員
奥様誕生日 : 久保田会員、清川会員
結婚記念日 : 橋本会員

《ご挨拶》次年度南グループＡＧ
三浦一義様（五戸ＲＣ）
皆さんこんにちは、只今ご紹介いた
だきました五戸ロータリークラブの次
期カバナー補佐三浦と申します。よろ
しくお願いいたします。ロータリー歴
久保田会員、清川会員 橋本会員
でございますが、平成元年入会しまし
て、平成 3 年幹事、佐藤邦夫ガバナー、
《幹事報告》平光幹事
小林孝雄ガバナーで会長を務めさせていただき、次
・八戸を緑にする会より緑化大会の
開催の案内が来ています。5 月 18 日（木） 年度ガバナー補佐でございます。只今ニコニコでも
言いました通り五戸ロータリークラブがホストクラ
午後 2 時八戸グランドホテルです。
ブとして合同例会を開催するべきところ五戸では会
・地区ロータリー財団委員長より、ロー
場の都合もあり開催できないのではとの話がありま
タリー財団への寄付のお願いが来てい
したところ、南クラブさんがこちらで開催のお手伝
ます。5 月のロータリーレートは 110
いをしてくださるとのことに対しまして、お礼とお
円です。財団 100 周年でもございますので何とか目
詫び申し上げます。ＩＭに関しましては講師が決まっ
標を達成できますようお願い致します。
ておりまして、日本生態系会長ならびに日本ナショ
・財団室ニュースが届いています。
ナルトラスト協会会長の池谷奉文という方を講師と
・第 11 回理事役員会の報告、6 月のプログラムにつ
してお願いしてございます。こうご期待と申します
いて 6 月 1 日（木）青少年奉仕委員会担当例会、八
か、期待に違わない講演をしていただけると思って
高ＩＡＣ生徒の発表、6 月 8 日（木）早朝例会、6 時
30 分 長者山です。出欠表を回します。6 月 15 日（木） おりますので、皆さんに楽しんでいただければと思っ
ています。本日はどうもありがとうございました。
各委員会報告例会、世界大会で留守の方は 28 日にお
願いします。６月 22 日（木）年度末慰労例会、18
時 30 分 第二ワシントンホテルです。会費は会員、 《ご挨拶》五戸ＲＣ次年度幹事 對馬孝将様
皆さんこんにちは、ご紹介いただき
家族とも３，０００円。当日、南風会のゴルフ大会
ました次年度の五戸ロータリークラブ
も予定されています。6 月 29 日（木）新旧バッヂ伝
幹事を務めます對馬と申します。先ほ
達式です。新旧委員会の引継ぎを 6 月 15 日の例会終
ど、次期ガバナー補佐からもありまし
了後に行います。
たが、今回はクラブを代表しましてお
詫びと、八戸南クラブの皆様に感謝の
《ニコニコボックス》西尾委員
意を伝えにやってまいりました。五戸クラブとしま
次年度南グループＡＧ三浦一義様（五戸ＲＣ）:
しては昨年 11 月に 50 周年を迎えまして、新たな一
ニコニコ
歩ということで次年度ガバナー補佐を輩出すること
對馬孝将様（五戸ＲＣ）:
になりましたが、まだまだ経験不足もあり、南グルー
7/26 合同例会の件、真にありがとうございます。
プの皆さん、八戸南クラブの皆さんにご迷惑をかけ
中村彰様（八戸東ＲＣ）: 本日は、宜しくお願い致
《奥様誕生日》

《結婚記念日》

ることにお詫び申し上げ、そして、快く 7 月 26 日に
合同例会の開催をしていただくことに大変感謝して
おります。ありがとうございました。今日の例会で
はお土産話が聞けるということで楽しみに聞いて帰
りたいと思います。本当にありがとうございました。

ると言う様なミーティングでした。このクラブは創
立 30 周年くらいの割と若い会で会員は 27、8 人とい
う規模の大きな会ではありませんが、ラフでカジュ
アルな感じでした。聞いたところマザークラブはもっ
と厳格だということをお話しされていました。会の
運 営 費 の こ と が 話 題 に な り、
《会員卓話》西村会員
どうしてるのか聞かれ会費を
４月の下旬に２
払っていることを伝えました。
英国チェスターと
Ｃhester Ｄｅva RC 訪問
週間お休みをいだ
こちらの会は会費はほとんど
いてイギリスに滞
ないそうです。食事の時に食
在 し て き ま し た。
事代を払うのと、チャリティーを非常に熱心にやっ
チェスターという
ていてその収益を会の運営に充てていて、私の聞き
街を中心に動いた
違いでなければ会費は取っていないと思います。そ
のですが、理由はおいおいお話
の辺、非常に驚きました。小さい会ですから全員で
し て い き ま す。チ ェ ス タ ー
役割分担を決めて全員で討議するというのも驚きで
ディーバロータリークラブを訪
した。バナー交換をしてきま
問しました。ディーバというの
したが、たまたま会長が不在
が何なのか行く前はわからなかったのですが、チェ
で副会長のサイモンさんとい
スターという所は 2000 年前ローマ帝国が支配してい
う非常に大きな方でした。帰っ
た頃の古い地名だそうです。こ
たらすぐにホームページに載
の辺でいえば陸奥の国という様
せるからと言っていましたが、本当にホームページ
なものでしょうか。ディーバと
に日本人のビジターが来たという記事が出ていまし
いうのはチェスターの古い呼称
た。ロータリアンで良かったなと思ったのは、その
だそうです。チェスターがどこ
会でもちろん大歓迎されましたけれども、前会長の
にあるかというと、イギリスは４つの連合王国でそ
タイプライスさんという方か
のイングランドの中部でウェールズとの境辺り、マ
ら、二日後の夕食にぜひ来て
ンチェスターが近くの大都市です。リバプールも近
くれとお誘いを受けて、あり
くリバプールから車で 40 分く
がたく応じました。奥様と親
らい、人口 12 万ほどの中都市
しい友人夫妻を招いての非常
です。非常に美しい街で、こ
に楽しい夕食会でした。（写真説明）
れ は シ ン ボ ル の 時 計 塔 で す。
私がどうしてチェスターに
日本ではそんなに有名ではあ
行ったかと言いますと、この
りませんが、イギリスやヨーロッパのなかでは有名
写真は英語学校の同級生です。
な観光都市であり学園都市であります。
（写真説明） ここに 50 歳以上限定の熟年対
本当にきれいな街です。これは夜の 9 時頃ですが緯
象の英語学校のコースがあっ
度のせいでまだちょっと明るいです。4 月 25 日にチェ
て私がここに行ってみようと思った理由の一つです。
スターディーバロータリーク
ご覧のように女性が大部分で日本人は私のほかに女
ラブを訪問いたしました。非
性一人だけで後は国籍がバラバラです。（写真説明）
常 に フ ラ ン ク で ウ エ ル カ ム、
もう一つ私がここに行った
当然かもしれませんけれども
理由、本当はこれが一番大き
歓待を受けました。ここは夜
かったのですけれども、チェ
の例会で７時に集まって、まず飲んでディナーをし
スターの下の方に湖水地方と
ます。ディナーに 1 時間かけます。ディナーを食べ
いう車で 2 時間弱の風光明媚
る人は毎回代金を支払います。16 ポンドですから
なところがあります。イギリスでは一番、世界でも
2,400 円 く ら い で す。皆 払 っ
有数の風光明媚なところで、ここには予てから一度
ていてもちろん私も払いまし
は行ってみたいと夢見ていたので、その近くのチェ
た。それから例会が始まりま
スターを選んだということも大きな理由の一つです。
す。私もあまりよそのクラブ
（写真説明）イギリスのスイス
のことを知らないので偉そう
と言われているそうですけれ
なことは何も言えないのですが、うちのクラブとの
どもこの土地を愛したワーズ
比較しかできませんが会長の点鐘などなく、四つの
ワースがここの自然保護に努
テストもなくすぐ議論が始まります。非常にプラク
めたのが有名です。ビアトリ
ティカルでとっても活発です。 クス・ポターというピーターラビットの生みの親が
私が行った回はたまたま一番
ここ長く住みピーターラビットのお話が生まれた地
重要な会議でビジネスミー
域です。近くにはリバプールがあり行きました。リ
ティング、1 年間の行事予定を
バプールは非常に近代的な街でビートルズの博物館
協議する、役割分担を協議す
もあり行って来ました。最終日にチェスターの町を
バナー交換

バナー交換

16th– 30 th, April 2017

５月１１日、八戸南ＲＣ

４月２７日、タイ・プライス家でのディナー

４月２５日、Ｃｈｅｓｔｅｒ Ｄｅｖａ ＲＣ，まずディナーから

リバプール

歩き回ってさよならしてきま
した。（沢山の写真がありまし
たが紙面の都合で割愛させて
いただきました）
《会員卓話》鈴木会員
神戸の西神ロータリークラブへ行っ
て来ました。私はよその県でメーキャッ
プしたのは 3 回目で後の 2 回は大分県
です。中津中央ロータリークラブは私
の家内の父親が特別代表で出来たクラ
ブでそこに行ったことがあります。八
戸南クラブと全く同じ日に認証されたクラブで偶然
だったのですが、私もその後この八戸南クラブに入
るとは思ってもみませんでした。八戸南クラブの特
別代表の楢山さんと私の家内の父が手紙で挨拶状を
交わしていたというのが後でわかってびっくりしま
した。その親クラブの中津ロータリークラブという
のがありそちらにも行ったことがあります。そこで
はもうお亡くなりになりましたけれども向笠さんと
いう当時ＲＩの理事の方に丁寧にご挨拶をいただき
ました。その方がその数年後にＲＩの会長になられ
るなんて当時は全然思ってもいなかったのですが、
そういう話を聞いてびっくりしたことがありました。
メーキャップして面白いなと思うのは、先ほどもあ
りましたけれども例会の進行がそれぞれ違うんです
ね、例えばニコニコボックスなんかも向こうでメー
キャップした時は、八戸は大体受付の時にニコニコ
ボックス入れますけれども、例会が始まってから個々
に出てきてニコニコボックスを入れる人が何で入れ
るかしゃべって入れるというスタイルでそれも面白
いなと思いました。
これが西神ロータリークラブのバナーです。丁度
うちの創立記念日の日にメーキャップしました。ぶ
どうの絵がありますが、ちゃんと聞かずに帰ってき
ましたが近くにローカルのワイナリーがあるのでそ
れかなと思ったりもしています。神戸の西神は地下
鉄で行くと終点で神戸から 30 分くらいかかります。
神戸と言えば古い洋館が並んでいるイメージが強い
ですが、西神はニュータウンで、それでも結構開け
ていてショッピング街があったり、住宅地が広がっ
て大きな公園があって非常に環境の良いところです。
例会場のホテルは駅のすぐ近くにあり駅前広場を挟
んで建っている感じです。私が夏以降に住む予定の
所から徒歩数分、4,5 分で行けるようなところです。
泊まったことがありますけれども大変良いホテルで
す。前泊まった時に見て木曜日が例会日だというの
は知っていたので行ってまいりました。青森県の八
戸から来ましたと言ってメーキャップの受付をしま

した。メーキャップ料は 3,500 円でした。ニコニコ
ボックスも地域の相場が分からないので率直にお聞
きしましたところ、大体 2,000 円くらいということ
でしたのでそれに倣って入れてきました。テーブル
にニコニコボックスの袋がありましたのでテーブル
についてから記入して入れてきました。テーブルマ
スターみたいな人がまとめて後で報告するという形
でした。例会は 12 時 30 分からで少し前に行ったの
ですがもう食事を済ませている方もいて、お聞きし
たところ来た順に食事を済ませるということでした。
その間ずうっとピアノの生演奏が流れていて、あの
方はメンバーですかと聞いたところ、メンバーでは
ないが相当長い間例会の時にピアノを弾いてもらっ
ているということでした。席に着くとすぐに食事が
出てきて、どうぞということでいただきましたが、
前は例会時間になってから食べていたようですが、
来た順に食べるようにしたら集まる時間が皆さん早
くなったとおっしゃっていました。食事が終わるあ
たりで会長要件から始まり、セレモニーは大体同じ
ようにありその後卓話という流れでした。私も遠く
から来たので挨拶をしてくださいと言われ一言お話
をさせていただきました。
もう一つ面白いと思ったのは、例会の時のソング
で奉仕の理想とかもあるようですが、その日は今日
のソングは春なので「はーるのうらーらーの」で始
まる『春』でその日の会報に歌詞カードも載ってい
ました。遠方からのビジターが有るときらしいので
すが、例会が始まると皆で握手をします。歓迎の歌
と言ってクラブの名前の入った歌でしたがそれを流
しながらみんなぞろぞろ来て皆さんと握手をさせて
いただきました。非常にフレンドリーな感じでした。
人数は今日の例会でいえばこちらの方が多いと思い
ます。設立は昭和 58 年くらいのクラブでした。挨拶
の中で八戸南クラブは 40 人くらいのクラブでメン
バーの中には何年か前にＲＩ理事をなさった黒田先
生とかいらっしゃって、今年はガバナーを出してい
ますとお話ししました。席に戻ると一人の方が寄っ
てきて、私は黒田先生とは何度かお話したことがあ
るんだよと、去年ガバナーを出しているのでそうい
う関係でお話したことがあると言っていました。な
んとなく縁があるような気がして帰ってきました。
いずれはこちらに引っ越してくるという話をちらっ
と入れましたら、早速例会が終わってから会員増強
委員長さんが挨拶に来られました。入れるかどうか
わかりませんけれど、そのようなことで行ってまい
りました。
この頃はメーキャップも例会変更の所で名前を書
くだけしかしてないですけれどたまにそういう所に
行くと面白いなと思っています。

