2017-18 年度ＲＩのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
ＲＩ会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー（ 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 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
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/

第 2062 回 例 会 記 録
《青少年奉仕委員会担当例会》
2018 年 6 月 7 日（木）
点鐘 12：30
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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

《ゲスト》八戸高校インターアクトクラブ
佐藤加奈子さん、二部桃衣さん、田中さくらさん、
松館梨佳子さん、川崎和奏さん、泉水梨乃さん、
佐藤美紅さん、湊梨々子さん、村上結花さん、
簗部優奈さん、簗部優花さん、山口明子先生

《出席報告》田守副委員長

《ビジター》
千葉 忍様（八戸東ＲＣ）

ロータリー財団表彰
年次寄付優秀クラブ 2 位

南グループ合同
ゴルフコンペ表彰

吉田立盛会長年度

第 13 位

《会長要件》米内会長
本日は 5 月の「青少年奉仕月間」の
青少年奉仕委員会担当例会で、インター
アクト八高生の皆さんの報告がありま
す。
6 月の「ロータリー親睦月間」の事を
少し話させていただきます。ロータリー
情報マニュアルによりますと、“6 月はレクリエー
ション活動や保健と医療問題に共通の関心を寄せる
ロータリアンや、類似した職業を持つロータリアン
同士の国際親善と善意の重要性を認識し、親睦活動
への参加の増加及びこのプログラムに対する理解を
促進するため、RI 理事会によってロータリー親睦月
間として指定されたのである。RI 理事会は各親睦グ
ループがプロジェクト活動及び催しを通して 6 月の
「ロータリー親睦月間」を祝う活動を強調するよう奨
励する。”とあり、甚だ難解なところもありまた優し
い言葉ですが意義は奥深いものです。ロータリーの
活動の大きな要である「親睦活動」は広く深いもの
と理解することと思います。
今年度の八戸南ロータリークラブ方針である“魅
力あるクラブにしよう”に大きく関連し、会員同士
のコミュニケーションや新会員獲得にも強い影響を
します。吉田前会長年度ではパークゴルフなど様々
なイベントがありましたが、プログラム数を減らし
た私の年度では家族とのイベント少なかったことを
反省しているところです。年度末慰労例会での南風
会のゴルフは少なかった当活動のなかで、月間にマッ
チした活動と思えます。

正会員数 37 名。本日の出席は免除
会員 4 名を含む 22 名。出席率は 65％
です。前々回の例会は、出席率 70％
でした。

熊谷会員

《本人誕生日》

黒田会員
《配偶者誕生日・結婚記念日》
《結婚記念日》

長嶺会員

伊藤会員

《幹事報告》西尾副幹事
・南グループ現・新会長幹事会で次年
度の合同行事が決まりました。7 月 26
日（木）合同例会、八戸パークホテル、
9 月 13 日（木）合同ゴルフコンペ、八
戸カントリークラブ、2 月 23 日（土）Ｉ・
Ｍ、八戸パークホテル、5 月 23 日（木）現・
次年度会長幹事会議、八戸パークホテルで八戸南Ｒ
Ｃが担当クラブですのでよろしくお願いします。
・7 月のプログラム、7 月 5 日（木）会長・理事役員挨拶、

7 月 12 日（木）各委員長挨拶、7 月 19 日（木）前年
度決算報告・今年度予算審議、7 月 26 日（木）南グルー
プ合同例会です。
・レターボックスに今年度の委員会報告のお願いを
入れてありますので各委員長さんは 28 日までに提出
してください。
・来週の例会終了後に各委員会の引継ぎがあります
のでよろしくお願いします。
・ガバナー事務所より 6 月のじょっぱり経済学講師
の案内が届いています。
・三沢ＲＣよりバッカス記念ゴルフの案内が来てい
ます。
・6 月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
・年度末慰労例会と南風会ゴルフの出欠確認をお願
いします。
《ニコニコボックス》西尾委員長
米内会長：八高のみなさんようこそ
黒田会員：八高インターアクトクラブ
の皆様こんにちは！
小原会員：八戸高校ＩＡＣの皆様よう
こそ
熊谷会員：八高インターアクトクラブ
の皆様ようこそ
伊藤会員：八高ＩＡＣの皆様ようこそ、今日はよろ
しくお願い致します。
吉田立盛会員：八高ＩＡＣの皆さんようこそ！！
西村会員：八高インターアクトの皆さんようこそ！
本人誕生日：黒田会員
配偶者誕生日：長嶺会員、伊藤会員
結婚記念日：長嶺会員

グループ内の要望上申などをすることと聞いており
ます。次年度どうぞよろしくお願いいたします。
《青少年奉仕委員会》三笠副委員長
本日は青少年奉仕委員会の担当例会で
す。野澤委員長さんがお休みの為私が務
めさせていただきます。本日お出でに
なっている八戸高校インターアクトクラ
ブの生徒の皆さん登壇お願いします。
それではこれから日頃取り組んでいる活
動等についてお一人お一人の感想、また、思ったこ
と等を発表していただきます。
インターアクト発表
《クリスマス家族会に参加して》３年 佐藤 加奈子
今回のクリスマス家族会では、ダンス経験者がい
ない中でダンスを調べて、昼休みの短い時間を使っ
てダンスの練習をしました。クリスマス家族会では、
１年生がちびっ子と仲良くしてて、愛らしかったで
す。私が一番楽しみにしていたのは、恒例のクリス
マスプレゼントです。昨年はりんごの樹の置物で、
今年は豪華なプレゼントを狙っていましたが、まな
板でした。まな板を作った方にお会いし、話をする
ことができたので、良かったです。しっかりまな板
を使おうと思います。最後のクリスマス家族会って
いうのは、悲しいですが、とてもご飯もおいしくて、
楽しい雰囲気で楽しく過ごすことができたので、本
当にいい思い出になりました。ありがとうございま
した。

《クリスマス家族会に参加して》２年 湊 梨々子
いつも参加しているボランティア活動とはうって
変わって、「クリスマス家族会」に参加するというの
《久保田南グループ次年度ガバナー補佐挨拶》
は、最初は正直イメージがつかめないままでいまし
次年度のガバナー補佐を指名されま
た。当日、会場に向かうと素敵なドレスやスーツに
した久保田です、よろしくお願いしま
身を包んだ方がたくさんいらして、来る場所を間違
す。各クラブを回って年度前の挨拶を
えたのでは、と怖気ついていました。
しろと言われていますので自分の所の
そんな普段は絶対に経験できないようなことに
クラブですがご挨拶申し上げます、次
誘っていただけたからこそ、テーブルマナーであっ
年度よろしくお願いいたします。次年
たり、話を聞く態度であったり、そういう普段から
度のＲＩ会長のメッセージは「インスピレーション
身につけていなければならない大切さがよく分かり
になろう」ということでございまして、バハマのバ
リー・ラシンさんという方が RI 会長になられます、 ました。
本題のダンスですが、みんなと一緒に楽しく踊る
次年度のガバナーは弘前の今井高志さんという日産
ことが出来ました。歌も同様です。自分たちのみで
サティオの社長さんです。地区の目標として 11 個あ
なく、見てくださった方々も楽しんでいただけたと
げておられまして 1、公共イメージの向上、2、会員
思うので、今年もぜひ参加したいです。
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、これは新人ロータリアンがグループ内の 《成人式ボランティアに参加して》３年 二部 桃衣
前日の準備と当日の受付などの手伝いに参加しま
クラブにメークアップした時にメークアップ料を補
した。前日の準備では、新成人に渡すための２千人
助するというもので目新しい目標ではないかと思っ
分の袋詰め作業を行いました。単純作業でしたが、
ています。6、ローターアクトクラブの新設と会員倍
１０人ほどのボランティアで２千人分作るのは想像
増、7、ロータリー財団寄付一人当たり年次基金 150
以上に大変でした。袋詰めが終わった後のダンボー
ドル、ポリオプラス 30 ドル 8、米山記念奨学会寄付
ルは重くて運ぶのも大変でした。私たちが準備して
一人当たり 2 万円、9、My ROTARY 登録比率の大幅アッ
いる間に大人の方々が体育館やマットの準備をして
プ、10、戦略計画委員会の設置、これは当クラブで
いました。イスの量がとても多くマットを敷く範囲
はすでに活動しております、11、ロータリー賞への
も広いので大変そうだなと思いました。当日はたく
チャレンジ等があげられております。ガバナー補佐
の役目は地区からのいろんな伝達事項をすることと、 さんの新成人がスーツや振袖を着ていて、とても輝

いていました。「おめでとうございます」と言ったら
とてもうれしそうに「ありがとうございます」と言
われました。今回のボランティアに参加して、華や
かな成人式の裏側には、新成人のために一生懸命準
備してくれる人がいるんだということがわかりまし
た。自分のときも感謝の気持ちを持ちたいです。

れを毎日やっているとは驚きました。いろいろ食べ
ましたがおいしかったです。
３日目の夜は英語でですが、ホームステイ先の生
徒と結構話せました。
４日目、最終日、お別れです。お世話になったのは、
２日間だけでしたが、とても温かく接してくれたの
でとても別れるのが寂しかったです。他の家族の中
には泣いているところもあり、感動しました。台湾
の人たちの温かさを強く感じました。
行くまでは、中国語に対していいイメージがあり
ませんでしたが、台湾の人たちの温かさに触れ、中
国語も勉強して、また、台湾に来たいかなと思いま
した。
本当に楽しい旅行ができ、ロータリーの皆さんに
感謝でいっぱいです。この貴重な経験を少しでも将
来に活かせればいいなと思います。

《成人式ボランティアに参加して》３年 田中 さくら
私は、成人式の前日と当日にボランティアに参加
しました。前日は、主に配布物の準備をしました。
３時間以上、冊子を袋に入れ続けました。予期して
いないミスが起こっても臨機応変に対応することが
できました。当日は、会場の来賓の方々の案内をし
ました。途中で新成人に写真を撮るように頼まれま
した。顔を認識して面白かったりかわいらしかった
り装飾をする「SNOW」というアプリでの撮影を頼ま
れたのですが、緊張して全員の顔が反応していない
状態で写真を撮ってしまいました。今回のボランティ 《工作ボランティアに参加して》２年 村上 結花
アで一番後悔していることです。私は今回のボラン
今回、私は八戸市児童科学館で行われた科学館キッ
ティアに参加して、初めて成人式の空気を感じまし
ズ工房祭のボランティアに５月５・６日の２日間参
た。楽しそうなよい伝統だと思いました。私は自分
加しました。
の成人式が楽しみです。八戸市の職員以外にも中学
１日目は、粘土でアイスクリームマグネットの作
生や高校生が支えていることを忘れずに楽しみたい
り方を教える係になりました。基本的には、いらっ
です。
しゃったお客様に作り方を教えましたが、大多数が
小学生以下の子どもだったため、大変ではありまし
《アクトの翼に参加して》３年 松館 梨佳子
たが、とても充実した時間を過ごすことができまし
初めての海外旅行かつホームステイは、とても充
た。
実したよい思い出になりました。
２日目は、簡易的車とマグヌスカップの作り方を
１日目は、初めて全員が集まり東京のホテルに泊
教える係でした。１日目ほどの繁盛ではありません
まりました。そして、２日目に出発しました。飛行
でしたが、昼の前後の頃にはたくさんの来客があり
機自体初めてだったので、少し感動しました。荷物
ました。車を作るのは、小さい子には難しかったら
検査で筆箱に入っていたはさみが引っかかり、一瞬
しく、大変苦戦していましたが、その分完成したと
焦りましたがそれ以外何事もなく台湾に着くことが
きの達成感を得られるような仕事でした。
できたので良かったです。
日常生活では、それほど多くの子どもと触れ合う
この日は、次の日の学校訪問で行う出し物の練習
ことはないので、とても良い刺激になりました。
を、保育園を借りて行いました。そこの保育園は十
和田の保育園と姉妹校を結んで国際交流を行ってい 《蕪島海岸清掃活動に参加して》２年 川崎 和奏
たり、広い校庭、図書館、音楽室が設けてあるなど
私は、去年参加していなかったので、蕪島海岸清
規模が大きく驚きました。私のグループの出し物は、 掃活動は今年が初めてでした。清掃を始めて最初に
韓国の女性ボーカルグループ TWICE の TT ダンスを選
感じたのは、思ったよりごみが少ないということで
びました。ほぼ各自練習で、不安だらけでしたが何
す。しかし、時間がたつにつれ、この印象は少し間違っ
とか完成できました。
ているのではないかと思うようになりました。確か
その日の夜、ホームステイ先の生徒たちと対面し、 に、目立つ大きなごみは少ないですが、よく見てみ
食事をしました。とても温かく迎えてもらいうれし
ると、細かいプラスチックの破片やビニール袋の切
かったです。家には日本のアニメのクッション等も
れ端があることに気付きます。また建物の裏には、
あり、親近感がありました。
お菓子の袋がたくさん落ちていました。今回の活動
３日目、学校訪問。午前中は、お互いに出し物をし、 を通して、私は蕪島は三陸復興支援公園にも指定さ
午後授業を体験しました。台湾の生徒は、皆びっく
れているので、もっと大切にしていかなければなら
りするくらい社交的で、いきいきしていました。先
ないと、改めて感じることができました。また、活
生との距離が近いなという印象を持ちました。イン
動中に、地域の方から蕪島の自然についてのお話を
スタなどの SNS が日本よりもはやっているのか、か
聞くこともできました。このような貴重な経験をさ
なり写真を撮りました。体験授業で行ったクラスで
せてくださり、本当にありがとうございました。
は、間違いなく全員と撮りました。体験授業では料
理をしました。日本で言う白玉を作りました。また、 《蕪島海岸清掃活動に参加して》２年 泉水 梨乃
一緒にバスケットボールをしました。何を言ってい
今回、蕪島海岸清掃活動に参加してみて、去年よ
るかは分かりませんでしたが、料理や運動は楽しめ
りもペットボトルやお菓子などのゴミが多い気がし
るものだなと改めて思いました。その夕方、夜市に
ました。どこかから流されて海岸に打ち上げられた
行きました。本当にたくさんの屋台が出ており、こ
ゴミというよりも、観光客が蕪島で飲み食いしたと

きに出たゴミを、そのまま捨てていったような印象
を受け、悲しい気持ちになりました。そのようなゴ
ミを減らすためには、私たちがただゴミを拾うだけ
ではだめで、海岸に平気でゴミを捨てていく人を、
一人でも減らすことが必要だと思いました。蕪嶋神
社の神主さんが「ゴミ袋を持っている姿を見せるこ
と自体に意味がある」とおっしゃっていたのを聞い
て、今回私たちがゴミ拾いをしているのを見て、一
人でも多くの人が蕪島にゴミを捨てるのを思いとど
まってくれていたなら、うれしいです。
《蕪島海岸清掃活動に参加して》１年 簗部 優奈
私は、蕪島海岸の清掃活動を楽しみながら行うこ
とができました。私は八戸に住んでいながら蕪島に
一度も行ったことがなかったので、ウミネコの多さ
に驚きながら清掃をしていました。蕪島は、思って
いたよりゴミが少なかったですが、少し砂浜を掘っ
てみると、空き缶があったりしてしました。ゴミを
捨てた人に、私たちが清掃活動をしていること知っ
て、これから捨てないようにしようと思ってもらえ
れば嬉しいと思います。また、ゴミを捨てた人でな
くても、私たちが清掃活動をしている姿を見て蕪島
をきれいに保とうとしてくれれば嬉しいと思いまし
た。
初めての八戸高校インターアクトクラブでの活動
はとても有意義なものになりました。
《蕪島海岸清掃活動に参加して》１年 簗部 優花
私は、初めて清掃活動に参加したのですが、すご
く楽しんで活動できたと思います。
一見ゴミがなさそうだなと思っていましたが、よ
く見てみると、空き缶やお菓子の空などたくさんの
ゴミが落ちていて、びっくりしました。特にやっか
いだと思ったのは、コンビニでもらうようなレジ袋
です。砂に埋まってしまって、取れにくかったり、
岩にぴったりと張り付いてしまって取れにくかった
り、すごく取るのが大変でした。ある程度ゴミを拾
い終わり、みんなの集めたゴミを合わせてみると、
大量のゴミがあり、びっくりしました。中には、ぬ
いぐるみが捨てられていたりして、かわいそうだと
思いました。
「ゴミを拾っている姿を見せるだけでも、ゴミを捨
てる人が少なくなる」という言葉はそのとおりだと
思いました。なので、積極的に活動に参加していこ
うと思いました。

岸清掃でした。今年も海岸の安全と環境をよりきれ
いにするために各々が軍手をつけ、ゴミ袋を持ち、
立ち上がります。ビンや缶、ペットボトルなどは形
が大きく見つけやすいですが、最大の敵はガラスの
破片です。小さくて見つけにくいのに加え、肌に触
れると切れて出血してしまう。魔物です。よく貝殻
にまぎれているので、とても厄介です。よく目を凝
らした１時間でした。
昨年より、ゴミは減っていましたが、ゴミの落ち
ている範囲は広かったです。特に自然のゴミという
より家庭のゴミが多く、海岸の汚れが目立ちました。
海岸の汚れは、その町の汚れ。その町の汚れは住む
人の汚れ。私たち住人の汚れは私たちで片付けるべ
きです。汚したら片付けるという当たり前を当たり
前にできるように努め励むべきと思いました。
《三笠副委員長》
インターアクトの皆さん、アクトの翼を始めさま
ざまな蕪島、児童科学館の祭典でのボランテイァ、
成人式等、そして最後はクリスマス家族会での踊り
等、小さな子との交わりというのを大事にしてくれ
て本当にうれしく思います。今発表された事、そし
てそれを今後また実行に移しながら皆さんのこれか
らの活躍する場に生かしていただければ大変嬉しく
思います。12 月にはクリスマス会がございますので
その時には楽しい踊りを期待しています。それと同
時に 7 月 21 日、22 日とインターアクトの年次大会
が八戸のシーガルビューホテルで行われます。皆さ
んの中から何名かでも参加していただいて他の学校
の生徒との交流を深めていただければ大変うれしく
思います。本日はどうもありがとうございました。

八戸高校ＪＲＣインターアクト愛好会の皆さん
《蕪島海岸清掃活動に参加して》２年 佐藤 美紅
インターアクトクラブに入って、２回目の蕪島海

