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/

四つのテスト

第 2025 回 例 会 記 録
《年度末各委員会報告例会》
2017 年 6 月 15 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1457

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

《会長要件》吉田立盛会長
《出席報告》原委員長
先週は早朝例会ということで長者山へ
正会員数 41 名。本日の出席は免除会員
行ってラジオ体操をしてきました。朝 5
5 名を含む 25 名。出席率は 69％です。前々
時頃に起きたときにはザーザー降りでど
回の例会は、メーキャップ 5 名、出席率
うなるかと思いましたが、例会の始まる
77％、青少年奉仕委員会担当例会でした。
6 時半にはすっかり雨も上がって皆さん
の日頃の行いが良いからだなと思いまし
レートのリンクができたとのお知らせが届いていま
た。
す。
年度初めにクラブの目標に掲げていた会員増強に
・ハイライト米山が届いています。
関しては会員が減ってしまい不徳の致すところです
・ヒロ君を救う会よりお礼状が届いています。
がこれからも頑張りたいと思っています。三浦晃コ
・会報の訂正です。2024 回と 2025 回の会報のナンバー
ミュニケーション委員長からもお話があると思いま
を 2023 回と 2024 回に、レポートナンバーを 1455 回
すが、もう一つの公共イメージの向上ということで
と 1456 回に訂正をお願いします。
クラブのホームページを新しく更新いたしました。
とてもきれいなホームページになりアクセスすると 《次年度幹事報告》吉田賢治次年度幹事
すぐに Facebook ページが見えるようなホームページ
・5 月 25 日に行われた次年度理事役員会
になっていて、いちいち更新しなくても Facebook が
で年間プログラムと予算、委員会編成を
更新されるとまるでホームページも更新されている
審議しその資料をお配りしていますので
ように見えるようになっています。
ご覧になってください。7 月のプログラ
今日は各委員長さんの報告例会になっていますの
ムについてお知らせします。7 月 6 日ガ
でよろしくお願いいたします。
バナー公式訪問例会、7 月 13 日会長・
理事役員挨拶例会、7 月 20 日休日 (17 日海の日 ) に
《メジャードナー》《本人誕生日・奥様誕生日》
つき休会、7 月 27 日は、前日の 26 日に南グルーブ
合同例会、会場はパークホテルです。7 月 6 日の公
式訪問例会前に記念写真の撮影がありますので 12 時
までに集合してください。
鈴木会員

大澤会員

《幹事報告》平光幹事
・テーブルの上に新会員候補者の資料が
置いてあります。理事会の承認を得ま
したので意義のある方は 1 週間以内に
書面にて申し出てください。
・ガバナー公式訪問の出欠表を回してい
ます。
・日韓親善会議のお知らせが届いています。
・ロータリーレートが毎月変わることになるかもし
れないので My Rotary に分かりやすくロータリー

《ニコニコボックス》西尾委員
吉田立盛会長 : ポリオも私の年度もあと
ちょっと、本日の委員会報告よ
ろしくお願いします。
平光幹事 : 各委員長様よろしくお願い致
します。
鈴木会員 :4 月にメーキャップした際の
写真が神戸西神 RC のホームページに掲載さ
れました。
米内会員 : 慶徳さん、伊藤さん写真ありがとうござ
いました。
伊藤会員 : 慶徳さん、熊谷さんありがとうございま

した。
本人誕生日 : 大澤会員
奥様誕生日 : 大澤会員
《委員会報告》
《クラブ組織運営委員会》鈴木委員長
クラブ組織運営委員会は、次年度は
この名称はなくなるそうですがご報告
いたします。一つの委員会というより
もクラブ内のいろんな活動をする委員
会がそれぞれ活発に活動してくださっ
たので良かったのではないかと思って
います。一つ担当しているのがテーブルの座席編成
です。色々考えてなるべく空席が多くならないよう
にとか工夫しながら幹事さんの力を貸していただき
ながらも作ることが出来ました。割とフレキシブル
に考えるようにして編成しました。米内さんから聞
いたのですがテーブル替えをするところは意外と少
ないらしくて、そういう意味でもよかったのかなと
思っています。3 か月に一回テーブル編成が変わり
ますが変わった際にテーブルごとのインフォーマル
ミーティング、昔でいうファイヤーサイドミーティ
ングを開催できればもっとよかったのになと思いま
した。
《出席委員会》原委員長
出席委員会を一年間やらせていただ
きありがとうございました。大橋副委
員長さんに助けられて何とか出来まし
た。あっという間の一年でやってよかっ
たなと思っています。100％出席の方に
は記念品を差し上げたいと思っていま
すのであと 1 回頑張って出席してください。一年間
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
コミュニケーション委員会からの報
告を致します。一番は Facebook を作
りました。南クラブの新しいホーム
ページ画面からもこのように
Facebook の画面を見ることが出来ま
す。先日のパークゴルフの記事がトップに出ていま
す。色々な記事が載っていますのでご覧になってく
ださい。
《会員増強委員会》委員長代行橋本会員
会員増強委員会の橋本です。年度途
中に山田政信委員長が逝去されまして
急遽交代で担当することになりまし
た。年度の初めは 44 名でスタートい
たしましたが期内に山田政信元会長が
亡 く な ら れ、チ ャ ー タ ー メ ン バ ー で
あった畠舘敏美元会長も亡くなりました。法官新一
会員、岡山明美会員も事情がありまして退会いたし
ましたので本年度は 4 名の退会ということになりま
した。新しく西尾和樹会員が入会しましたので、4
名の退会、1 名の入会で現在 41 名ということになっ

ています。途中で山﨑会員が転勤されましたがその
後任として田名田会員が入りましたので変動はあり
ません。一般的にガバナーを出したクラブは勢いが
ついてかなり増強している例が多かったのですが、
我がクラブは残念ながら増強が出来ませんでしたが
今後につなげていきたいと思っています。短い期間
の担当でしたけれどもありがとうございました。
《Ｒ情報・退会防止委員会》小原委員長
ロータリー情報につきましては去年
の 9 月に担当例会がありまして、元 RI
理事の黒田正宏会員より財団 100 周年
の事や最近の RI 理事会の決定事項と最
新のロータリー情報についてお話して
いただきました。委員会活動には直接
関係はありませんが長嶺ガバナーの下去年の 9 月 30
日、10 月 2 日の二日間にわたって開催された地区大
会に比較的新しい会員や若い会員が多数積極的に参
加して各々の役割を果たされたことは最良のロータ
リー体験の一つになったものと思っております。
二番目として退会防止についてですが今年の 3 月
に鈴木副会長のご指名によりクラブ組織運営委員会
担当例会に於いて退会防止に関する卓話をさせてい
ただきました。先ほど橋本会員増強委員長さんから
お話がありましたが、今年は転勤を除いて 4 名の退
会者が出たということについては担当委員会として
役割を果たせず申し訳なく思っております。
《奉仕プロジェクト委員会》米内委員長
今年は会長の指針と経験豊かな委員
長さん、若い委員長さんの絶妙なバラ
ンスがあって、ロータリーとは奉仕団
体ではなく奉仕をする人の集まりとい
うことを実践できたと思います。それ
ぞれの奉仕活動もぶれることがなくて
年初の計画以上の成果を出した委員会もあります。
それぞれの委員会の皆様に深く感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
《国際奉仕委員会》吉田賢治委員長
今年度は例年同様に南浦項を訪問させ
ていただきました。小笠原副委員長より
米山に対する寄付にご理解をいただける
ようなお話とかをさせていただきまし
た。次年度に向けて今年勉強させていた
だいたことをもとに来年の委員会活動に
引き継いでいければと思っています。
《青少年奉仕委員会》大橋委員長
一番年が近いからと引き受けました
が、一回り以上違う生徒さんたちの話が
よく分からず、たぶんそうだろうと思い
ながらもよくわからず宇宙人と話してい
るようだと再認識した一年でした。とは
いえ先日の担当例会には 12 名の生徒さ
んに発表していただき、終わりが綺麗でよかったな
と思っています。

《社会奉仕委員会》清川委員長
今年度も例年と同じく、長生園の皆さ
んのぎく園の皆さんを招待して三社大
祭の観覧と、八高のインターアクトの
生徒さんを交えて蕪島海岸の清掃活動

を行いました。今年は参加者が非常に多くて私は助
かりました。天気が良かったことも幸いでした。雨
が降ると皆さんにも迷惑がかかるので心配していま
したが、皆さんの心掛けが良かったので天気も良かっ
たと思っています。

