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八戸南ロータリークラブ会報
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例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 佐々木 千佳子 ● 会長 米内 安芸 ● 幹事 吉田 賢治 ●コミュニケーション委員長 大橋 央雅
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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 2028 回 例 会 記 録
《ガバナー公式訪問例会》クラブ協議会
2017 年 7 月 6 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1460
《ゲスト》
RI 第 2830 地区
ガバナー 佐々木 千佳子様
南 G ガバナー補佐 三浦 一義様
地区幹事長 山端 政博様
地区副幹事長 太田 薫様

言行はこれに照らしてから

清川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

久保田職業奉仕委員長

《出席報告》田守副委員長
正会員数 39 名。本日の出席は免除
会 員 9 名 を 含 む 31 名。出 席 率 は
100％です。前々回の例会は、出席率
69％でした。

《幹事報告》吉田賢治幹事
・ガバナー事務所より地区財団セミナー
開催のお知らせが届いています。
・レターボックスに地区要覧と地区大会
《会長要件》米内会長
の案内、上期会費の請求書が入ってい
佐々木ガバナー、三浦ガバナー補佐、
ます。
山端地区幹事長、太田地区副幹事長を
・例会変更のお知らせ、八戸 RC 7 月 26
お迎えしてのガバナー公式訪問例会で
日 ( 水 ) 時間場所変更、八戸東 RC 7 月 28 日 ( 金 )
す。真っ先に公式訪問いただき光栄で
日時場所変更、八戸北 RC 7 月 25 日 ( 火 ) 日時場所
す。例会に先立ちまして 10 時から会長
変更、八戸中央 RC 7 月 17 日 ( 月 ) 祝日につき休会、
幹事面談、11 時からは変革の年の指針
メーキャップ不可、7 月 24 日 ( 月 ) 日時場所変更、
をいただき大変有意義なクラ
7 月 31 日 ( 月 ) 五戸 RC との合同例会につき変更、
ブ協議会にさせていただきま
八戸西 7 月 27 日 ( 木 ) 日時場所変更です。
した。
・合同例会の出欠表を回しています。
本日は佐々木ガバナーから
のご講和を頂戴したいと思い
《ニコニコボックス》西尾委員長
ます。どうぞよろしくお願い
佐々木ガバナー : ニコニコ
致します。
三浦ガバナー補佐 :1 年間宜しくお願い
いたします。
《入会式》
山端地区幹事長 : ニコニコ
太田地区副幹事長 : ニコニコ
米内会長 : 公式訪問ありがとうござい
ます。
吉田賢治幹事 : 佐々木ガバナー、三浦ガバナー補佐、
山端幹事長、太田副幹事長、ようこそ南ロー
タリーへ & よろしくお願いします。
《新会員》福澤会員
鈴木会員 : 米内年度よろしく
皆様こんにちは、晴れて会員になるこ
黒田会員 : 佐々木ガバナー健康第一でがんばってく
とが出来ました。足を引っ張らない様一
ださい。
生懸命頑張りますのでよろしくお願いい
石橋会員 : 佐々木ガバナー、三浦ガバナー補佐、幹
たします。
事長、副幹事長、公式訪問よろしくお願い
します。そして米内・吉田年度の船出を祝
して !
《ビジター》
橋本 薫様 ( 八戸東 RC)

赤穂会員 : 佐々木ガバナー宜しくお願いします。
小原会員 : 佐々木ガバナーようこそ
長嶺会員 : 佐々木ガバナー、三浦ガバナー補佐、山
端地区幹事長、太田地区副幹事長、ようこ
そおいで頂きありがとうございます。歓迎
いたします。
熊谷会員 : 佐々木ガバナー、三浦ガバナー補佐、山
端地区幹事長、太田地区副幹事長、ようこ
そおいで下さいました。
小笠原会員 : 新年度はじまりました。皆様一年間よ
ろしくお願いします。
榊会員 : ガバナー、ガバナー補佐、ようこそお出で
下さいました。
伊藤会員 : 佐々木千佳子ガバナー、公式訪問ありが
とうございます。
清川会員 : 佐々木ガバナー公式訪問ありがとうござ
います。
西村会員 : 佐々木ガバナーの訪問を受け身の引き締
まる思いです。
《ロータリー財団委員会》熊谷委員長
本日、小笠原会員と私から財団への年
次寄付がありました。ありがとうござい
ました。

《国際奉仕委員会》吉田立盛副委員長
米山担当の吉田です。本日米山に小
笠原会員と西村会員から多額の寄付を
いただきました。ありがとうございま
した。

だそうでございます。それから当地八戸に種差海岸
を保全する八戸小さな花の会というのがナショナル
トラストの団体正組合になっているようでございま
す。いずれにしても環境保全ということに関すれば
最も基本的なところのお話になるかと思いますが、
どうぞ沢山の参加をお願いしてご挨拶といたします。
《山端地区幹事長》
今日はお勉強に来ました。まだ 8 年
目でございますので全く右も左もわか
らないまま地区幹事長ということで、
先ほど熊谷さんに地区大会のいろんな
資料とかメモを下さいとお願いしまし
た。非常に切迫していますが皆さんに
ご意見をいただきながら地区大会に臨みたい、直前
ガバナーにもいろいろとご指導をいただかなければ
と副幹事長ともどもお邪魔したいと参りました。皆
さんのお顔を拝見したら、黒田先生がいらしていま
して、私はポルトガルの国際大会にご一緒させてい
ただき、飲食も一緒にさせていただいたのでお顔を
拝見したら安心して皆さんにお願いが出来るような
気がいたしました。どうかこれからもご指導よろし
くお願い致します。
《太田地区副幹事長》
先ほどクラブ協議会でお話しさせて
いただく機会をいただきましたので短
かめにお話しさせていただきます。私、
今度の地区大会で実行委員長を仰せつ
かっております。私どものクラブは 58
年目にしてガバナー輩出ということで
年数を重ねた割に何も知りません。先ほど山端幹事
長が 8 年目で右も左も知りませんと言っていました
が、私は 36 年目ですが右も左もわかりません。そう
いった関係で地区大会に向け集中して頑張っている
ところでございます。成功させるためにも皆様の参
加を呼び掛けたいと今日参った次第です。地区大会
を成功させたいという一点ですので何も知らない私
どもにご支援をいただきますようお願い致します。
最後になって申し訳ありませんが長嶺直前ガバナー、
八戸南ロータリークラブの皆さん本当にお疲れ様で
した。

《三浦南グループガバナー補佐》
皆さんこんにちは、只今ご紹介いた
だきましたガバナー補佐の三浦でござ
います。今日は公式訪問おめでとうご
ざいます。一言ということでございま
すので来年 2 月になりますけれども五
戸で IM が開催されます。IM の講師でご
ざいますが公益財団法人日本生態系協会会長池谷奉
文、並びに公益社団法人日本ナショナルトラスト協
会会長池谷奉文、この方をお招きして、どういう題
名になるかわかりませんけれどもこの美しい地球、 《ガバナー講話》佐々木千佳子ガバナー
あらためましてこんにちは、つい 5 日
環境、生態系ですから植物や動物の生態がどういう
前、6 日目ですがガバナーという役の名
ことになっているか、いずれにしましても将来の子
前になりました。この間ガバナー会に
供たちの為に美しい地球号を残していこうというの
行って、ガバナー、ガバナーと呼ばれて
が日本生態系協会の趣旨のようでございます。ナショ
も全然自分の事だと思ってなかったので
ナルトラストの方でございますが、池谷先生が 40 数
すが、そういわれてみれば今日からガバ
年前、ご存知とは思いますが三沢の仏沼、ここでオ
オセッカがすでに絶滅したと思われていましたが、 ナーだよねという感覚にはじめなりました。今まで
はエレクト、エレクトと呼ばれていたのが当たり前
貴重なオオセッカの繁殖地であるということを見つ
だったのですが、ガバナーと呼ば
けた方でございます。それによって現在、仏沼がラ
ムサール条約湿地帯保護地ということでございます。 れて改めて身が引き締まる思いで
帰ってまいりました。
ナショナルトラストというのは英国で始まったよう
まず、最初にバナーを差し上げ
でして、この前、西村先生の講演でお聞きしました
たいと思います。米内会長どうぞ、
がイギリスの湖水地方、ピーターラビットの地です
皆様のお手元に地区要覧が届いて
が、これがナショナルトラストの世界で最初の地名

いると思います。ガバナーメッセージが載っていま
すがこの通りで改めてお話しすることもないと思い
ながらも少しだけお話しさせていただきます。
地区のスローガンを「Let’s Take Action!」行動
に移そう ! ということに決めさせていただいてお
ります。ロータリーは行動する人ということで、そ
れの一つで行動にしたいという思いと、皆さんにも
行動を起こしていただきたいとの思いから「Let’s
Take Action」というスローガンとさせていただきま
した。行動に移すということは、皆さんのクラブが
行動を起こしてほしい、個人もそうですがクラブと
して行動に移してほしいという思いがあります。先
ほど地区幹事長と副幹事長が右も左もわからないと
言っていました。実は私もまだわかりません、でも
右と左だけわからなくても前を向いていくのだけは
私はわかっているつもりですのでよろしくお願い致
します。前を向いてとにかく前進あるのみで行きた
いと思います。私たちロータリーは奉仕ということ
で行動するわけですが、行動するために皆さんにお
願いしたいことが何点かあります。先ほど会長幹事
面談でもデータとしてお渡ししましたが、私のデー
タの中では 6 月末現在で 38 名だったのですが、1 人
増えて 39 名になりましたというお話をいただきまし
た。先ほど入会式をして新会員さんが増えて 39 名に
なりましたが 38 名のうち My Rotary に登録している
方のリストをお渡ししました。38 名のうち 20 名が
登録されていて、これは地区の中でも多いほうです。
大概三分の一くらいの会員の方しか登録していただ
いておりません。八戸南さんは 20 名の登録ですごく
多いです。ありがたいことだと思っています。RI に
はまず My Rotary に登録してくださいといわれてお
ります。ぜひ残りの方々のうち今年中にあと 10 名増
やすとか、そういう形でお願いしたいと思います。
すべてが My Rotary を通じてのやり取りになってお
ります。報告から目標設定もすべて My Rotary です。
RI 会長賞を狙っていただきたいと思うのですが、そ
れもすべて My Rotary に登録があって、目標設定が
あり、随時進捗状況を入力していかなければなりま
せんので、幹事さんは特に My Rotary を更新してい
た だ く よ う に お 願 い 致 し ま す。私 も 定 期 的 に My
Rotary から皆さんのクラブの状況がどうなのかを見
てまいりたいと思います。
南クラブさんは戦略計画委員会というしっかりと
した委員会があってこれからの自分たちのクラブを
どう運営していくのかというスタンスが出来ている
ので心配はないと感じております。定款細則も見さ
せていただきましたが、こんな立派な細則今まで私
見たことがないという、とても素晴らしい細則でし
た。これに沿って皆さんの会員が、クラブがますま
す良いクラブになっていくのを確信しておりますの
でよろしくお願い致します。
地区補助金の活用ということもお願いしています
が、今年度地区補助金を申請したクラブが 26 クラブ
ありました。41 クラブのうちの 26 クラブですがそ
のすべてに地区補助金をお出しすることになってお
りますので活用していただきたいと思います。地区
補助金をいただくためには皆様のロータリー財団へ

の寄付が必要です。3 年前の財団への寄付の 25 パー
セントが地区へ戻るということですので、今年財団
へ寄付していただいた額の 25 パーセントが 3 年後に
使えるという事になります。そのためにも是非目標
達成をお願い致します。先ほど会長幹事にもお願い
しましたが個人では年次寄付 120 ドル、ポリオプラ
スが 30 ドル、トータル個人へのお願いしたいのは
150 ドル、クラブでは最低 300 ドルをお願いしたい
とのお願いをしました。実は補助金委員会でも問題
になったことがあったのですが地区補助金を申請し
ているクラブ、先ほど 26 クラブあると申しましたが、
自分の所では申請した額よりも少ない額の寄付金し
か出していないというクラブがありました。0 クラ
ブでも申請を出してきたということもあり、それは
まずいのではないかという話が出まして、最低の所
でもクリアしていただきたいということです。南ク
ラブさんは大丈夫ですがそういうクラブも何クラブ
かあります。おかげさまで昨年度は寄付 0 クラブが
なく全クラブクリアしており有り難いと思っていま
す。今年 6 月 19 日に新しいクラブで出来ました。
「五
所川原イヴニングクラブ」というクラブです。五所
川原中央の衛星クラブから独立ですが 24 名で発会し
ています。そのクラブに関してはカウントしないこ
とにして全クラブから寄付をいただきました。あり
がとうございます。
皆様にお願いしたいことがもう一つございます。
青少年のための RYLA のセミナーとか RLI のセミナー
の案内がこれからありますが是非参加していただき
たいと思います。RLI は黒田先生が立ち上げて下さっ
たもので黒田先生がいらっしゃるので私の方から言
う話でもありませんが、ロータリーを知るため、こ
れからのロータリアンを育てる為の素晴らしいセミ
ナーです。新会員、新しい会員はもとより次年度の
会長と委員長の方たち、ベテランのロータリアンも
参加していただけると、目からうろこ、素晴らしい
セミナーです。非常に内容が濃いセミナーです。二
日間にわたってこんなに覚えるのかというくらい
ロータリーのことを知ることが出来ます。そしてそ
れを覚えるとますます活動が楽しくなるのが RLI で
す。是非参加していただきたいと思います。
米山記念奨学生については今年 8 名の奨学生をお
世話しています。これは長嶺年度に決定した奨学生
ですが私の年度では 10 名に増えます。10 名の生徒
さんを奨学生として受け入れすることが出来るよう
になりました。これも皆様からの米山の寄付が増え
たからということもあります。ありがとうございま
す。今現在八戸地区には奨学生がいらっしゃいませ
んがどこかの大学で受入先があるかどうかというこ
とも含めて野坂委員長と学校訪問をしてまいりたい
と思っています。今は弘前大学とか青森中央大学と
か津軽に集中しておりますので県南にも奨学生が欲
しいということで活動してまいりたいと思いますの
で皆様の協力をお願いしたいと思います。
幹事を通してアンケートをお願いしましたが、こ
れははっきり申し上げて私が使うものではありませ
ん。皆様のクラブで使うものです。回収しましたら
私から会長にプレゼントしたいと思います。という

です。ですが、私の性格はなんでもその場を楽しむ、
のも現状を知らないと、会員がどのように考えてい
会社の仕事も含めてそういう精神でやっております
るのか、会員の気持ちを知らなければ自分たちの行
ので、今日は楽しく会長面談させていただきました
動が出来ませんので、会員の皆様にアンケートを取
し、堅っ苦しいのは得意な方ではないので気楽に皆
らせていただきました。面と向かっては言えないこ
様とお話して一年間過ごしていきたいと思いますの
とも、アンケートによって会員の皆さんの気持ちが
で、是非お付き合いいだきたいと思います。これか
分かれば、会長もこれからの一年間自分のクラブを
らよろしくお願い致します。
どう持っていくのかという指針になればと思います
ので活用していただけたらと思います。
色んな行事がこれから入ってまいります。いずれ 《お礼の言葉》米内会長
佐々木ガバナー、ご講話ありがとうございました。
にしましても参加していただかないことには、登録
また、アンケートまでしていただきありがとうござ
していただかないことには何ごとも始まりませんの
いました。頂戴したお話しを私たち存分に生かして
で、皆様にはお仕事も大変かとは思いますがよろし
くお願い致します。いろんな面で、会長幹事面談、 クラブ運営に当たらせていただきたいと思っており
ます。本日は朝早くからご足労おかけして、最初の
クラブ協議会と参加させていただきましたが、八戸
公式訪問で光栄でもありました。重ねてお礼を申し
南クラブはさすがに歴史もありパストガバナーも出
上げる次第です。佐々木ガバナーの一年に心からの
ていらっしゃるということですべてに於いて私の見
エールをお送りしてお礼の言葉に代えさせていただ
習う所のあるクラブでございますので、これからも
きます。ありがとうございました。
いろんな面でご指導いただきたいと思います。
新米のガバナーは第一回目が非常に緊張するもの

