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 2063 回 例 会 記 録
《年度末各委員会報告例会》
2018 年 6 月 14 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1495
《ビジター》
種市良意様（八戸ＲＣ）
若山忠義様（八戸東ＲＣ）

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

《出席報告》田守副委員長
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、任意休会で
した。

《会長要件》米内会長
会長要件の前に、我々八
戸南ロータリークラブのバナーは本日 《本人誕生日》
のビジター種市良意先生のお父様が当
クラブの第３代会長時に寄贈いただい
たものです。ご紹介させて頂きます。
お陰さまで今年度もあと２回の例会
を残すだけとなりました。会員増強や植樹など多く
福澤会員
の“約束”達成できずに、力の足りなさを感じてお
りましたが、先日勧誘先の工藤様の所へ行ったとき 《幹事報告》吉田賢治幹事
のこと「この間三浦さんがまた来て勧めていった」
・新会員候補者、本多悟様、介護老人ホー
とのことでした。私の知らないところで多くの会員
ム孔明荘総務部長、推薦者は久保田会
の方々が会員増強に努めて頂いておりました。大変
員、理事会の承認を得ましたので皆様
大事なことを学ばせて頂いた気がします。数字を上
にお諮りします。意義のある方は 1 週
げられないのは私の非力につきますが、このように
間以内に書面で申し出てください。
見えていない所為こそ我々のクラブの強みとして
・本日例会後に委員会の引継ぎを行いま
後々会員全員のバネとなるのではと思ったところで
す。現年度の委員長さんは活動報告を 28 日迄、新年
す。
度の委員長さんは活動計画を 21 日までに提出してく
またよろず相談にしても日時場所とも変わらざる
ださい。
をえずして変わった訳ですがお膳立て全てを整えて
・福澤会員（八戸パークホテル）が今年度で退会さ
頂き、メンバーの皆さんの手順の良さで、次年度に
れ 7 月から八戸パークホテル執行役員統括管理本部
引き渡せそうです。
長の松橋さんが入会します。
また一度も行ったことのなかった韓国訪問はじめ
・ハイライト米山が届いています。
先輩会員と各委員会の皆さんと委員長さん方の篤い
サポートでまるで真綿に包まれたような会長職だっ 《ニコニコボックス》西尾委員長
たように思います。感謝いたします。
米内会長：各委員長さんよろしくお願
本日は各委員会報告例会です
いいたします。
それぞれの委員長さんからの報告は反省も含めて
西村会員：委員長の皆さん宜しくお願
次年度の各委員と委員長さんへの指針や参考ともな
い致します。
ります。どうぞよろしくお願いします。
本人誕生日：福澤会員

喜んでもらいました。三つめは青少年奉仕委員会と
《各委員会報告》
協力して八戸高校インターアクトクラブの皆さん 14
《出席・親睦活動委員会》西尾委員長
名、会員家族合わせて 35 名で 4 月 30 日に蕪島海岸
本年度から出席委員会と親睦活動委
清掃を行いました。
員会が合わさった形でスタートしまし
た。出席については副委員長の田守さ
んに全面的にお願いするという形で 1 《青少年奉仕委員会》三笠副委員長
本日、野澤委員長が所用により出席で
年間助けていただきありがとうござい
きませんので私の方から 5 点について申
ました。親睦活動についてですが、例
し上げます。
年通り納涼例会やクリスマス家族例会の他にボウリ
一つ目、2017 年 7 月 22 日から 23 日、
ング大会をやりまして沢山のご家族の皆様に参加し
野辺地町で開かれましたインターアクト
ていただき親睦を深めることが出来たと思います。
の年次大会に八高の生徒 3 名と先生 1 名、
本人誕生日にカタログギフト、配偶者誕生日に調味
米内会長と私が参加致しました。二つ目、クリスマ
料セット、結婚記念日にペアマグカップをプレゼン
ス家族例会に八高インターアクト生徒 11 名、先生 2
トさせていただきました。毎週ニコニコボックスへ
名をお招きして楽しいアトラクションのダンスを披
の御協力ありがとうございました。出席と親睦活動
が合わさっているので 1 人では大変だと思います。 露していただきました。大変盛り上がってよかった
なと思っています。その時に米内会長より活動費を
最初は 1 人でもと思っていましたが全然で、田守さ
渡していただきました。三つ目、アクトの翼に八高
んにお願いしましたので引き続き委員長と副委員長
インターアクトの生徒 1 名が参加し 1 月 3 日から 7
で担当を分けてやられた方がいいと思います。あり
日まで台湾の台北で行われた行事に参加し、ホーム
がとうございました。
スティも経験し、先日発表されましたが自分自身の
視野が広がったという風なことを述べており将来は
《コミュニケーション委員会》大橋委員長
教育的な関係の仕事につきたいと語っていました。
今年は Facebook で八戸南ロータリー
四つ目、4 月 30 日に社会奉仕活動で蕪島海岸清掃を
クラブの活動を広く広報できたのかと
行い八高インターアクト生徒 10 名、先生 2 名、お子
は思いますが、忙しいふりをして更新
様 2 名の計 14 名が私たちと一緒に清掃活動し自然環
が滞っていますので 30 日までにはあと
境の大切さに触れたのではないかと感じています。
三つほど書き上げたいと思っています。
五つ目、6 月 7 日青少年奉仕委員会担当例会に参
新しいホームページになりとてもよく
加していただき、インターアクト生各自が日頃取り
なりプログラム変更があったときなどすぐに対処し
組んだ様子について、又思ったことについて、更に
ていただき非常にわかりやすいホームページになっ
は今後どうしていきたいかということについて報告
たと思っています。次年度は誰が Facebook をやるか
していただきました。以上 5 点を申し上げます。
わかりませんが結構大変ですので頑張って下さい。
《会員増強委員会》榊委員長
委員会報告の前に、今年度はあまり出
席できずに出席率を下げてしまい出席委
員会の皆様にお詫び申し上げます。会員
増強委員会としては 1 回会合を開きまし
た。増強というよりは退会防止という観
念で皆さんの意見を聞きたいと思い入会
4,5 年以内の人にお集まりいただき、皆さんの南ロー
タリークラブに対する希望をお聞きしてそれらをま
とめて次年度に生かせればということと、副委員長
の伊藤さんからは入ってからの皆さんとのお付き合
いの仕方とか長い間の慣行的なものとかのアドバイ
スをしてもらい退会防止の方に力を入れてやりまし
た。会員増強については私も休みが多く中々力を出
せなかったのですが年度末近くになり久保田会員の
ご紹介で本多様が 7 月から新しくと、これをきっか
けに新しい会員が増えてくれればと思います。
《社会奉仕委員会》三浦委員長
三つほど、8 月 1 日に三社大祭に長生
園の方々を招待しお祭りを観覧していた
だきました。二つ目は職業奉仕委員会と
協力して 4 月 7 日によろず相談を開催し、
八戸商工会議所を会場として 15 名の市
民の皆様の相談を受け地域住民の方々に

《Ｒ財団委員会》熊谷委員長
今年度は私の力不足で当初の目標年
次寄付 120 ドル、ポリオに 30 ドル、合
わせて 1 人 150 ドルの目標でしたが 6
月に入って残念ながら 50％達成してい
ない悲惨な状況です。次年度委員長の
石橋さんに引き継いでいただき今年度
分も次年度回復していただきたいと反
省しきりでございます。
《吉田賢治幹事》
ありがとうございました、職業奉仕委員会と国際
奉仕委員会、規定審議・戦略計画委員会は委員長、
副委員長欠席ですので最終例会で報告していただき
たいと思います。

故近藤保遺族基金にて作成
新クラブ旗

