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　職場訪問例会では久保田職業奉仕委

員長さんありがとうございました。美

味しい弁当のお手配等お手数をおかけ

致しました。また、先週の雨の長者山

早朝例会お疲れさまでした。ザアザア

降りの中でやったのは記憶がなかった

のですが、会員増強など様々果たせなかった案件へ

の天から私への叱責のようでした。ですが雨天の中、

多くのメンバーに集まっていただき感謝です。

　5 月のホームでの例会は今日 1 回だけで次年度会

長担当例会です。

　次年度会長の西村先生の事で私は知らなかったの

ですが皆さんご存知でしょうか、八戸市のあの円い

マークの市章を作成されたのが西村先生のお祖母様

だったことを。西村先生が 2009 年 8 月に市庁舎まえ

に市章と由来を刻んだ石碑を建立されておりました。

そこを通ってもなかなか気が付かないのですが写真

で取ったデータを持ってきてお見せしようと思いま

したが間に合いませんでした。あそこを通ったとき

には気を付けて見てみてください。その由来には“八

戸市の市章は市制施工後に一般公募され、昭和 6 年

に制定されました。市章の作者は、二十八日町（現

柏崎一丁目）在住の西村喜一郎ですが、本人名義と

妻「つね」名義の二作品を応募したところ、妻名義

の作品が最優秀となり採用されました。市章は、八

戸南部家の家紋「向鶴紋」をモチーフとし、「八戸」

の二文字を巧みにデザイン化したものです。また鶴

が未来に向かって羽ばたくかのような広がりを見せ、

気品と力強さを兼ね備えた市章として高い評価を得

ています。“と刻まれておりました。

　今月は『青少年奉仕月間』です。当時市に制定さ

れたばかりの若い八戸が”鶴が未来に向かって羽ば

たく“と謳った言葉は世代を問うことなく青少年の

未来を明るく表していることに思えました。どうぞ

見ていただければと思います。

《本人誕生日》　　《配偶者誕生日》

西村会員　　　　久保田会員　　　　

《結婚記念日》

橋本会員　　　　野澤会員

《幹事報告》吉田賢治幹事

・年度末慰労例会の出欠を回していま

す、当日南風会ゴルフもありこちらも

出欠を回しています。

・６月 14 日の例会後に現年度・次年度

の委員会の引継ぎを行います。委員長

が出席できないときは代理の方の出席

をお願いします。

・弘前西ＲＣの４０周年記念式典の案内が届いてい

ます。

・長生園だより、ザ・ロータリアン誌が届いています。

・例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ６月 27 日（水）時

間変更、八戸東ＲＣ6 月 1 日（金）日時場所変更、6

月 29 日（金）時間変更、八戸北ＲＣ6 月 5 日（火）

任意休会、6月 26 日（火）時間変更です。
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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 24 名。出席率は 70％

です。前々回の例会は、職場訪問例

会でした。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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



参加したくなるような、わくわく感のあふれる八戸

南ＲＣであってほしいという願いを込めました。と

はいえ、私は入会後 4 年にも満たない未熟者です。

私は榊年度の 9 月入会ですので、私が存じ上げてい

る会長は、榊さん、伊藤さん、吉田立盛さん、米内

さんの 4 名の会長さんですが、皆さんさすがと思え

る立派な会長でした。もちろんそれ以前に会長を務

めた会員も錚々たる方々で、私は足下にも及びませ

ん。

　それでも何とかやっていけそうな気がしているの

は、皆さんが支えてくださると信じているからです。

非力な私を、三川副会長、西尾幹事、伊藤ＳＡＡ，

小原会計担当、事務局の赤穂さん等、あえて他の皆

さんのお名前を挙げることはできませんが、経験豊

富で有能なスタッフが脇を固めてくれるのは心強い

ことです。

　私は、趣味がジョギング、であるように、単純で

はありますが前に向かって走ることだけはできます。

7 月からの 1 年間、八戸南ＲＣが、何よりも会員の

ためにある より良いクラブであるように前を向いて

走り続け、少しでも良い形で次の吉田年度につなげ

たいと思っています。

　では引き続いて、５月 19 日に行われました地区研

修・協議会のことを、出席されました皆さんにご報

告いただきたいと思います。

《久保田次年度ガバナー補佐》

　次年度のＲＣの方針と 2830 地区ガバ

ナーの方針は先ほど会長がお話しされ

ました。ガバナーの地区目標は 11 個あ

ります。1、公共イメージの向上、2、

会員増強、3、地区補助金の全クラブ申

請、グローバル補助金のクラブ申請、

4、新クラブの設立、5、メークアップの推進、これ

はちょっと目新しいもので新人ロータリアンのメー

クアップ料を地区で負担するというもので当初聞い

たのとだんだん変わってきましたが、先輩ロータリ

アンと一緒にグループ内のクラブに入会 3 年以内の

会員がメークアップした時にそのメークアップ料を

補助するというものです。もちろん新人の分だけで

す。6、ローターアクトクラブの新設と会員倍増、7、

ロータリー財団寄付一人当たり年次基金 150 ドル、

ポリオプラス 30 ドル、8、米山寄付記念奨学会一人

当たり 2 万円（特別寄付）、9、Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ登

録比率の大幅アップ、10、戦略計画委員会の設置、

11、ロータリー賞へのチャレンジという目標が掲げ

られております。本人もおっしゃっていましたけれ

ども欲張って 11 個やったということでございまし

た。

《西尾次年度幹事》

　地区協議会で弘前に行きましたがＰ

ＥＴＳと合わせて 2 回目です。前回か

ら今回にかけて次年度のプログラムで

あったり予算案であったり色々と勉強

しながら準備を進めているところです

が、さらに次年度に向けて頑張ってい

こうと思った会議でした。会長・幹事・会計部会に

《ニコニコボックス》西尾委員長

米内会長：職場訪問ありがとうござい

　　　　ました。今日は西村次年度会

　　　　長よろしく。

野澤会員：お陰様で 45 回目の結婚記念

　　　　品でした。月日は早くたちま

　　　　した。

西村会員：先週の地区研修・協議会に出掛けられた

　　　　皆様、ご苦労様でした。

本人誕生日：西村会員

配偶者誕生日：久保田会員

結婚記念日：橋本会員、野澤会員

《西村会長エレクト》

　先週の土曜日に弘前市で行われた地

区研修・協議会に、私を含めて９名の

会員で出席してきました。このあと、

参加した皆さんからの報告があると思

いますので、私の話は手短にしたいと

思います。

　３月のＰＥＴＳの後あたりから、クラブ内外での

会合への出席も多くなり、次年度のために準備する

ことも様々ありましたので、自然に次年度への心構

えができつつある気が自分ではしています。なるほ

どロータリーのシステムはうまくできているな、と

感心しているところです。

　まず、恒例ですので、次年度ＲＩ会長テーマから

ご紹介したいと思います。

　次年度テーマは、ＢＥ ＴＨＥ　ＩＮＳＰＩＲＡＴ

ＩＯＮ　「インスピレーションになろう」です。ＲＩ

テーマは毎年英語で分かりにくいのですが、今年は 

超意味不明で、ＰＥＴＳの時もガバナー以下、皆首を

かしげていました。これは、私が思うに、インスピレー

ションが なまじ日本語として定着しているのが原因

だと思います。インスピレーションと聞くと、私た

ちはどういう意味を思い浮かべるでしょうか？　直

感、霊感、ひらめき などでしょうか？　ところが、

インスピレーションのもとになっているインスパイ

アという動詞には、「勇気を与える、元気を鼓舞する」

という大事な意味がありますので、「勇気や元気をあ

たえる人になろう」と解釈すると分かりやすいのか

なと私は思っていますが、まあ解釈は人それぞれで

いいのかもしれません。地区スローガンは「ロータ

リーの素晴らしさを伝えよう」です。これはシンプ

ルで説明はいりませんね。さらに今井次期ガバナー

は１１項目の地区目標を掲げていますが、長くなる

ので今は割愛したいと思います。

　私たちの八戸南ＲＣのテーマは、「みんなが主役！

わくわくクラブ」と致しました。初めは「みんなが

主役！」だけでしたが、先月のコミュニケーション

委員会担当例会の時に、大橋委員長のお話でしたが、

知り合いの方を勧誘したところ、「あなたのロータ

リークラブは、わくわくするところなの？」と尋ね

られたという経験談がとても心に残ったのです。そ

れをヒントにいただき、「わくわくクラブ」を加えま

した。

　このテーマには、私たち会員の一人一人が、そし

て全員が、例会や親睦・奉仕活動に心から率先して



出ましたのでその報告をさせたていただきます。地

区負担金一人 2 万円が次年度 2 万５千円に戻すとい

うお話がありました。予算の使い道での話では資金

要項を改定し資金の上限額を引き上げて地区の活動

を支援していきたいとのことでした。その他地区の

事務局を固定化していきたい話がありましたがこれ

はクラブでの承認事項ではないけれども次の沼田ガ

バナー年度から固定化していきたいという話でした。

地区大会などは今まで通りでやるが事務局を固定化

したほうが経費の削減にもなるので検討していると

いうことでした。

　次年度幹事としての報告ですが皆様のレターボッ

クスに委員会の編成表を入れてありますので何かご

意見がありましたらお知らせください。各委員長に

は予算案の確認のお願いも入れてありますのでご確

認の上今月中に事務局までお知らせください。

《三浦会員》

　石橋さんの代わりにロータリー財団

の部会に出席しました。財団の今年度

の目標は年次基金一人 150 ドル、ポリ

オプラス 30 ドルということでしたの

でよろしくお願いします。

《熊谷会員》

　コミュニケーション委員会として公

共イメージ向上部門の分科会に参加し

ました。オブザーバーでガバナー補佐

の久保田さんがいらっしゃったし吉田

立盛さんもいらして南ロータリーが３

人いてゆったりした気持ちで参加して

きました。コミュニケーション委員会の趣旨として

はロータリークラブの広報イメージをいかにアップ

させるかということで会議の最初の当たりは My 

ROTARY の登録を推進しようとかやっている奉仕活動

をメディアにどんどん発信して新聞に載せてもらお

うとかニュースに流してもらおうとかそういう話

ばっかりだったのですが、そんな中、久保田ガバナー

補佐が素晴らしいことをおっしゃられました。それ

よりも何よりもロータリークラブがやる奉仕活動を

私どもだけでなく地域の方々を巻き込んで進めた方

が素晴らしいことになるのではないかというお話が

出まして私もすごく共感しました。後半は結構強い

口調で皆さんにロータリークラブとして今やるべき

ことは、自分たちだけではなく地域の人たちと一緒

にやるという方向に進めていけばよりロータリーク

ラブのイメージアップにつながるのではないかとい

うお話しでした。

《大橋会員》

　社会奉仕・職業奉仕の分科会に出席しました。ま

ず初めに社会奉仕と職業奉仕の違いが分かりますか

と私が当てられたのですがよくわからなくて、その

人も良くわかってはいないようでしたがよく言われ

ているのは奉仕活動をして受益者が地

域の人たちであれば社会奉仕、受益者

がロータリークラブ内であれば職業奉

仕というように聞きましたが、受益者

の線引きがはっきりしているわけでは

ないのであまり考えなくても良いです

よとも言われあんまりわかりませんでした。四つの

テストについてですがあるロータリークラブでは四

つのテストの歌というのを歌っているそうでユー

チューブで見たのですがただ単に真実かどうか、か

ら、みんなのためになるかどうかまでをメロディと

して流しているだけなのですがそういうのも面白い

と思いました。

《吉田賢治会員》

　米山記念奨学部門の分科会に出席し

ました。米山記念奨学金というのは勉

学、研究のために日本に私費で留学し

ている外国人留学生に対し、日本全国

のロータリアンからの寄付金を財源と

して奨学金を支給し支援する奨学財団

だということです。今青森県で奨学金をもらってい

る生徒さんは青森と弘前で 10 人いらっしゃるそうで

す。野坂委員長さんとしてはもう少し人数を増やし

て 12 人くらいにしてあげたいと熱く語っておりまし

た。その為には皆さん方の寄付が必要で今皆さんか

らいただいているのは基本的に一人当たり 2,000 円

の年次寄付とその他の特別寄付を戴いていますが目

標としては一人あたり年間 15,000 円お願いしたい、

現在 2830 地区の寄付金は一人当たり 8,000 円くらい

なので何とか10,000円にして、最終的には15,000円、

20,000 円と全国平均に近づけたいとのことでした。

どのようにお願いするかは具体的にはまだ決まって

いないようですが、昨年 10 月にうちのクラブにも米

山奨学生をお招きして発表してもらいましたが、今

後も沢山のクラブに奨学生を呼んでいただきながら

皆さんにお願いしたいと話していました。西村年度

にも奨学生をお招きすると思いますが温かくお迎え

して、合わせて寄付もお願いしたいと思います。

《伊藤会員》

　会員増強部会に出てまいりました。地区の目標と

しては女性会員と若い会員を増やすこと

が重点目標です。今現在女性会員のいな

いクラブが何クラブかありましてどうし

てなのかそれぞれのクラブから聞きまし

た。青森、八戸、弘前という大きなクラ

ブには女性会員が居なかったのですが、

青森クラブでは昨年一人女性会員が入ったことによ

り今は増えているということでした。当クラブは女

性会員もいるし若い会員もいますがそれぞれもう少

し増やさないといけないなと思って帰ってきました。
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