
《ビジター》

南グルーブ AG 三浦一義様 (五戸 RC)

村越啓一様 (五戸 RC)

柿崎隆雄様 (八戸東 RC)

《会長要件》米内会長

　先々週のファイヤーサイドミーティ

ングありがとうございました。私は夜

飲みに出ることが殆どないためとても

楽しく過ごさせていただきました、ま

た共に飲んで話した皆様と一段と近く

なれた感じがして“なるほど”と思え

ました。他のテーブルでもぜひ実行していただきた

いと思います。

　さて次週はいよいよ、よろず相談です。スタート

の遅れがあり皆様にお手数をかけておりました。八

戸市役所での毎月の各種無料相談には月に電話相談

も入れると平均 150 件くらいの申請があるそうです。

ただ相談員に医師はいないため、我々のよろず相談

には強い関心を示していただきました。需要はまだ

まだありそうで今後も続けていくべきと今更ながら

思わされたところです。本日 5 時から BeeFM での広

報にも行ってまいります。

　本日は三浦社会奉仕委員会委員長からのお話です。

環境保全につきましては佐々木ガバナーから一人 1

本植樹という課題をいただいております、そろそろ

季節柄ご自宅の庭でも垣根にでも何か 1 本植樹とい

うことを思いおこしていただければと存じます。

私共の話で恐縮ですが、写真の場合も昭和のあたり

までは業者が定期的に写真屋を回り定着液を買い

取って銀を回収した後の廃液を近くの川や側溝に流

しておりましたが量も少なく河川の治癒力が勝って

おり公害問題にもなっておりませんでした。その後

大量のカラープリント時代になり現像液と定着液等

薬品の回収には業者のマニフェスト伝票が必要とな

り、最終的に大平洋金属で焼却処理していたと思い

ます。デジタル化の昨今の写真業界はエプソンなど

大手メーカー任せになり写真業界でのマニフェスト

は不用になりました。ただ、大手はインクや CD の廃

材等をどう処理するかはブラックボックスのようで

我々には分かりません。昔の様に単純でなくなり問

題化されるときもありそうです。

　世の中の仕組みが複雑になった今でも我々が手軽

に出来ることに植樹があります。一人 1 本という小

さな一歩ですがそれは大きなステップになります。

一人づつでも日本人全員だと 1 億本の木が植えられ

世界中だと 70 億本になります。地球温暖化はよほど

前から問題視されており、ロータリーの奉仕活動の

大事な一つだと思います。

《幹事報告》吉田賢治幹事

・4 月 7 日のよろず相談は 13 時から 16

時です。会場設営は 10 時からですので

お手伝いできる方はよろしくお願いい

たします。よろず相談報告例会の会費

は 3,000 円です。例会前に理事役員会

があります。ポスター・チラシにも書

いてありますが明日からの受付になりますのでお近

くの方にもお声がけお願いいたします。

・4 月 19 日の創立記念例会に近藤様のご家族も出席

いただくため配偶者の方を含めた家族例会になりま

す。会費は会員・家族とも 3,000 円です。

・4月 26 日はお花見例会で南宗寺 12 時 30 分です。

・八戸市を緑にする会より定時総会の案内と八戸市

緑化祭の案内が来ています。

・八戸市環境政策課よりクリーンパートナー活動へ

のお礼が届いています。

・サイクルアイ、ザ・ロータリアン誌が届いています。

・ガバナー事務所より平成 30 年度青森大学じょっぱ

り経済学講師陣の案内が届いています。

・例会変更のお知らせ、八戸 RC 4 月 25 日 ( 水 ) 時

間場所変更、八戸東 RC 4 月 13 日 ( 金 ) 任意休会、4
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　正会員数 37 名。本日の出席は免除会

員4名を含む19名。出席率は54％です。

前々回の例会は、出席率 77％でした。

《出席報告》田守副委員長

四つの反省
１）真実だったか どうか

２）みんなに公平だったか

３）好意と友情を深めたか

４）みんなのためになったか どうか 伊藤ＳＡＡ



もありますので後 3 か月気を抜かないで頑張ります

のでよろしくお願いいたします。

《社会奉仕委員会》三浦委員長

　ロータリーは社会奉仕をする団体であると一般に

は受け取られ、ロータリアン自身もそう

考えている向きが多いようです。そのよ

うに社会奉仕が重視されているのですか

ら、これについて、はっきりとした信念

をもって当たっていかねばなりません。

　社会奉仕の理想を広く、社会奉仕は職

業奉仕の理想を広く社会生活に展開したものですが、

職業奉仕は自己の職場という舞台がありますから、

比較的取り組みやすいところもありますけれど、社

会奉仕となるとあまりに範囲が広すぎて、いわば手

の付けようがないという所です。しかもロータリア

ンの数にも限りがあり、クラブの資力にも限界があ

りますので、これをどのような形で受け止めるかが

問題です。

　環境保全についてですが、当八戸南ロータリーク

ラブでは、40 周年の時に社会奉仕委員会で環境保全

まで担当することになりました。ロータリーの友 2

月号に東山魁夷の「道」のことで函館 RC の小原幸男

さんの投稿記事が載っています。

内容は「道」を書いた頃のこと

などが詳しく載っていますので

是非お読みになってください。

この「道」を描いている頃の昼時、

タイヘイ牧場の六郎田さんのお

ばあさんが、おにぎりを毎日届

けたという話は石橋一男会員か

ら聞いた話です。種差海岸にあ

る東山魁夷の「道」のところを 27 日に写真に撮って

きました、皆さんに回覧していますのでご覧になっ

てください。当時とはだいぶ違っていますが色々な

方が環境保全に携わっているようできれいなところ

です。

　我がクラブの 5 代会長梅原裕会長の時に初代会長

渡辺英敏会長の提唱で市内 4RC 共同事業として行わ

れた「クリーンはちのへ 530 運動」は今でも 530( ゴ

ミゼロ ) 運動として浸透しているのは皆さんご存知

の通りです。私も青年会議所時代に色々お手伝いし

ました。また、八戸青年会議所で 1975 年、18 代金

入忠清理事長が始めた「ラブはちのへ」運動は、今

では日本全国的に青年会議所の「LOVE〇〇」運動と

して動き出しています。これからも環境保全に、社

会奉仕にと頑張っていきたいものです。

月27日(金)時間場所変更、八戸北RC 4月24日(火)

時間変更、八戸中央 RC 4 月 30 日 ( 月 ) 祝日の為休

会メーキャップ不可です。

・4月のロータリーレートは 1ドル 104 円です。

《ニコニコボックス》西尾委員長

南グループ AG 三浦一義様 :ニコニコ

村越啓一様 (五戸 RC):ニコニコ

米内会長:三浦一義様、村越様ようこそ、

　　　　我がクラブ社会奉仕委員長三

　　　　浦晃さん今日はよろしく。

黒田会員 : シカゴに RI 運営審査委員会

　　　　出席で 1週間行ってきました。

西村会員 : 五戸 RC 三浦様、村越様、本日はようこそ

　　　　いらっしゃいました。

配偶者誕生日 :福澤会員 (10 月 )

結婚記念日 :福澤会員

《国際奉仕委員会》吉田米山担当副委員長

　本日西村会長エレクトより米山に沢山

のご寄付を戴きました。ありがとうござ

いました。

《ご挨拶》三浦一義南 Gガバナー補佐

　2 月 17 日に五戸で行われた IM にはこ

ちらのクラブから沢山参加を戴き盛会

に終わることが出来ました。ありがと

うございました。ガバナー補佐として

五戸とすれば約 20 年ぶりの IM の大会

でしたがありがとうございました、安

心しました。講師の池谷奉文氏ですが、実は私の同

級生でありまして、クラス会で名刺交換をしたとき

にこれはしめたものだと講演会の形で彼を連れてま

いりました。忙しい人間で昨年の 10 月にはカナダの

ど真ん中に行っており、なんでまたと聞きましたら

白雁が 200 万羽位来るところで食害が起きておりそ

れを解決したということでした。どのようにしてやっ

たかというと小麦の収穫時期を変えて解決したとい

うことでした。IM の翌々日にはインドへ行くという

ことで、こちらはゾウと虎の問題ということでした

がその後彼と話をしていませんのでゾウと虎がどう

なったか聞いてみたいと思っています。

　私の任期も残すところ 3 か月でございます。合同

のゴルフコンペがありますが五戸にはゴルフをする

会員があまり居ないので南部 RC さんへコンペの主催

をお願いしています。最後には新旧の会長・幹事会
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