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 2065 回 例 会 記 録
《バッヂ伝達式》
2018 年 6 月 28 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1497
《ゲスト》
松橋 満幸様 ( 八戸パークホテル管理本部長 )

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

米内会長

《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 1 名を含む 24 名。出席率は 77％です。
前々回の例会は、出席率 64％でした。

《会長要件》米内会長
最後の会長要件になりました。感無
量です。
先週の年度末慰労例会ありがとうご
・7 月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
ざいました。花束まで頂戴して感動し
ておりました、深くお礼申し上げます。 《次年度幹事報告》西尾幹事
会長としての職務を全うできたか甚
ガバナーエレクト事務所よりメーク
だ疑問が残りますが、会員の皆様はじめ、お手数を
アップ交流事業についての案内が来て
煩わせた理事役員の皆さん、滞ることなく進めてい
います。次年度今井ガバナー年度では
ただいた各委員と委員長、副委員長さん、皆様のお
新会員のロータリー理解の為メーク
かげを持ちましてどうにか会長バッジを次年度にお
アップの奨励を行います。入会 3 年未
渡しできます。この１年ありがとうございました。
満の新会員を対象として他クラブの通
次年度からは直前会長として西村年度に全力で協
常例会に参加してメークアップ料が発生した場合は
力させていただく覚悟です。また女性新会員確保や
メークアップ料を補助します。対象者 1 人当たり年
植樹など今年度叶わなかった案件もお願いしなけれ
間 3 回までを上限とします。次年度スローガン「ロー
ばなりませんが、会長の責務は全会員に「クラブ方
タリーの素晴らしさを伝えよう」を実現するために
針を伝え続けることに尽きる」ことだったと今頃最
現会員自らがその素晴らしさを感じる機会を持つよ
後になって分かった次第です。
うにして退会防止にもつながるように行うものです。
委員会活動や各催しのマネジメントは委員の皆様
メークアップは先輩会員も同伴してということなの
と委員長、副委員長さんに任せて、遠慮することな
でこの機会に若い会員、私も含めて誘っていただい
く西村カラーで“みんなが主役！わくわくクラブ” て他のクラブとの交流を深める良い機会になればと
へとロータリーの素晴らしさをお伝えください。
思っています。
次年度、我がクラブはガバナー補佐を輩出し、南
浦項調印式はじめ大きな催しも続きますが西村エレ 《ニコニコボックス》西尾委員長
クトは用意周到な方です。何事もスピード感をもっ
米内会長 : 西村エレクトよろしくお願
て前に前に進めるやりかたは仕事ができる方の特徴
いいたします。
でもあります。今年度、親睦で活躍した若い西尾幹
吉田賢治幹事 : 一年間ありがとうござ
事を伴い、風をいっぱいに孕んだ帆を膨らませた出
いました。西村次年度会長、
航をより一層期待いたします。
西尾次年度幹事、よろしくお
願いします。
《幹事報告》吉田賢治幹事
赤穂会員 : 米内会長、吉田幹事おつかれさまでした。
・ガ バ ナ ー 事 務 所 よ り 青 森 プ ロ ボ ノ
西村次年度会長、西尾次年度幹事よろしく
チャレンジ参加者募集の案内チラシが
お願いします。
来ています。
小原会員 : 米内会長、吉田幹事 1 年間お疲れ様でした。
・八戸市より平成 29 年度版八戸の環境
榊会員 : 米内会長、理事役員の皆さんご苦労様でした。
概要版が届いています。
伊藤会員 : 米内会長、理事役員、会員の皆様、あり

がとうございました。
吉田立盛会員 : 米内会長、吉田幹事、理事役員の皆様、
一年間おつかれさまでした。
桜田会員 : 米内会長、吉田幹事 1 年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
西村会員 : 米内会長、吉田幹事を始め、皆さん一年
間お疲れ様でした。米内会長を見習い少し
でも近づけるよう頑張りたいとおもいます。
《年度末委員会報告》
《職業奉仕委員会》久保田委員長
職業奉仕委員会の報告としてはよろ
ず相談の実施があったわけですが、私
が不真面目だったもので業務告知等に
遅延が生じて皆様にご迷惑をおかけし
ました。参加者についてははある程度
の人数が動員できまして良かったと
思っています。又回答者の会員の皆様にもご協力い
ただきまして大変ありがとうございました。その他
委員会の活動としましては介護福祉に関する卓話を
水鏡会常務理事の本多悟を招聘して皆様にお話しさ
せていただきました。それに付随するものとして施
設見学、職場訪問として介護老人保健施設孔明荘に
皆様に来ていただいて現場を見ていただいたという
のが主な活動でございました。
《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長
当委員会では今年度 4 回の委員会を
開きました。1 回目の委員会では今後の
委員会の進め方についてお話をして、2
回目と 3 回目は会員増強について、4 回
目はクラブの在り方についていろいろ
議論しました。当委員会での議論を踏
まえて理事会、クラブ協議会でクラブの方向性を決
定してより良いクラブづくりに活用していただけれ
ばと思います。1 年間ありがとうございました。

年間は貴重だったなと思っています。この場を借り
てお礼申し上げます。ありがとうございました。
私の代わりに若い松橋を入れてロータリーの活動を
いっぱいやってもらおうと思っています。パークホ
テルが自信をもって送り出す新人を選びましたので
松橋を私同様温かく迎えて戴きたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
《新会員予定者》松橋満幸様
皆様方これからよろしくお願い致し
ます。福澤の代わりとして八戸パーク
ホテルの松橋満幸と申します。まだま
だ福澤相談役の足元にも及びませんが
一生懸命精進して頑張りますのでこれ
からもよろしくお願いいたします。私
ホテルに勤めて 31 年間バンケットのサービスをして
いましたので皆様方の中には顔を見たことがあると
いう方も何人からっしゃるとは思いますので何卒今
後ともよろしくお願いいたします。
《バッヂ伝達式》

米内会長から
西村会長エレクトへ

吉田幹事から
西尾次年度幹事へ

《米内会長》
漸く肩の荷がこれで下りたような気
がします。西村エレクトよろしくお願
い致します。

《国際奉仕委員会》大澤委員長
2017 年 11 月 8 日姉妹クラブである南浦項ロータ 《西村会長エレクト》
バッヂを受け取って気が引き締まる
リークラブの創立 35 周年記念例会が催されました。
というのが普通の挨拶だと思うのです
米内会長、久保田会員、三川会員、西尾会員、そし
が、実は私昨日の夜国際大会から帰っ
て私の 5 名が出席しました。いつものように手厚い
て来たばかりでいつも以上にボヤっと
もてなしを受け親交を深めてきました。印象に残っ
しています。ただ何度か申上げていた
ているのは米内会長が全文韓国語の祝辞を述べたこ
とで大きな拍手を戴きました。
（吉田幹事報告書代読） 通り皆さんがより会を楽しめる、楽し
くてワクワク感のある会にしていきたいと思います
のでお力を貸してください。よろしくお願い致しま
《退会挨拶・新会員予定者紹介》福澤会員
す。
皆さんこんにちは、昨年の 6 月この
場で豊川専務と交代で私が新しく会員
になりますと挨拶を致しました。挨拶 《吉田賢治幹事》
幹事という大役を一年間させて頂き
の中で私は 1 年間のつなぎの役目で皆
良い勉強になったと思っています。こ
さんとはあまり行動を共にすることが
れから西村会長の背中をしっかり見な
出来ないかもしれませんが、つなぎは
がら、楽しいロータリークラブの一助
つなぎとして一生懸命やりますのでということで一
になればと思って活動していきますの
年間やってきました。あっという間の一年でしたが、
でよろしくお願いします。
ロータリアンお一人お一人に大歓迎で迎えていただ
き、温かく接していただきとてもうれしく、この一

《米内会長》
最後の会長要件が終わりましたので雑談です。以
前黒田先生からもう少し自分のことを含めて会長要
件をされたらいかがですかと優しく教えて頂いたの
を思い出しました。
私が会長につかせていただいた時に皆さんの所に
雑誌を 1 冊ずつお配りしたのですがそのことに関し
てちょっとお話ししたいと思います。なかなか仕事
《伊藤副会長》
のことをお話しする機会がありませんでしたが少し
副会長として米内会長を手助け出来
時間があるので私の仕事のことに関してのお話しで
たかはわかりませんが、半年間赤いタ
す。私の仕事はカメラマンですからカメラを持って
スキのほうでお手伝いできたかなと、
いろんなものを撮影します。ここには平光さんもい
次年度又赤いタスキで頑張りますので
らっしゃるのでその中の一部の記念写真ということ
よろしくお願いいたします。一年間あ
についてお話ししたいと思います。記念写真は昔だ
りがとうございました。
と例えば中学校を卒業したり高校を卒業したりした
時に写真館に寄って記念写真を撮ったものですが、
《国際大会報告》西村会長エレクト
今は写真館で撮る方もいらっしゃいますが写真もず
今回の国際大会は当クラブからの出
いぶん手軽になってデジタルになり余計に全部皆さ
席者は少なく黒田先生と私の二人だけ
んで撮るようになりました。写真館で撮る写真と一
でしたので去年みたいに大勢の方から
般にみんなで撮る写真とどこが違うのだろうと、特
話を聞いてそんな会だったんだと皆さ
んにご報告できないかもしれません。 に歴史のある平光さんの所の青霞堂さんなどは大正
の初めからしていますからそうなのですが、江戸時
大会は 24 日からだったのですがその 5
代の後期に写真術が日本に伝わってきてものすごく
日前にカナダに渡りました。大会はトロントであっ
勉強して写真を広めたのですが、写真の技術の勉強
たのですがそれよりずっと端っこのプリンスエド
ではなかったのですね、技術の勉強は日本人は手先
ワード島という所を回る旅に行って来ました。女性
が器用ですからあっという間に 1 ヵ月か 2 ヶ月もし
の方はご存知かもしれませんが赤毛のアンの舞台に
ないうちに全部飲み込んでしまって、後の勉強はい
なった島です。地図で見るとちっちゃな島で本当に
かにして写真の中に写した方の時間と人柄とか、そ
わからないような島なのですがそれはカナダが大き
ういったものを取り込めるかと言う勉強だけに尽き
いからで日本の 1 つの県よりもはるかに大きい島で
てそれをうまく勉強して残ったのが今の写真館を続
一番東にあります。赤毛のアンの作者のモンゴメリー
けてきた人たちだと思います。それはどういうこと
が物語の中で世界で一番美しい島と書いてありまし
かと言いますと少し芸術的というと荷が重いのかも
たのでどんな島かと思って行って来ましたが本当に
しれませんが、写真の中に人柄とかその方の時代の
美しい島です。うっとりするくらい美しい島ですの
背景が映り込む、スナップでも映り込みますがもっ
で皆さん機会がありましたら行って見ることをお勧
と深いものが映っている写真だと思います。それは
めします。そことその近くのハリファックスという
出来たときにはわからないのですがおそらく時代を
所に 4 日ほどいまして、田舎で良いなと思ってぼん
変えて次の世代、お孫さんが大きくなった辺りに初
やりしながら大会会場に入りました。トロントは大
めてお爺さんだったりおばあさんだったりが生きて
都会で人口 600 万人くらいの大きな町です。田舎の
きた時代と映っている方の人となりと言いますか、
ネズミが都会に来たという感じが急にしました。カ
その家族が含まれた写真になっていると思います。
ナダはどこでもそうでしたがトロントは大都会です
それは私が今 50 年写真の勉強をしてきて、いまだ
が広告看板などほとんど出ていなくて非常に整然と
に最後の所につかめていないという所があります。
した都市です。カナダ全体がそうです、去年はアメ
そういったところの元にあるのが今簡単にアートと
リカのアトランタの大会に行って来ましたがカナダ
呼ばれているものなのですが、アートとか現代美術
は非常に落ち着いて人々もゆったりと生活している
とか現代アートとか言われているものに深くつな
という感じがすごく感じられました。大会そのもの
がっていて、一見して見ると何の変哲もない様な写
の運営とか設営も去年のアトランタの大会は派手と
真ですがそこに深いものが含まれている写真が良い
いうか悪く言うとケバケバシイという感じだったの
ですがカナダの今回の大会の設営は落ち着きました。 ので代々残っていくのではないかと思います。とい
うことを本当は会長要件の中にうまく含ませて、は
カナダ人というのはダイバーシティと言いますか色
らませてお話しできればよかったのですが中々勉強
んな人種のるつぼであることはアメリカ以上で移民
不足の所もあって会
の方がむしろ多い国で、いろんな多様性を受け入れ
長要件に入れて皆さ
てみんなが折り合っている国で非常に成熟した国
んの役に立てるよう
じゃないかという印象を受けてきました。カナダは
な話にできなかった
どこへ行っても森と湖そして入江のあるとても美し
ので、今、写真の話
い国でした。おかげさまでロータリーのこともそう
としてご紹介させて
ですがカナダのことを良く知って帰って来ることが
いただくだけになり
出来ました。留守中大変なこともあったような気が
ました。
しますがそれを全部ぶん投げでの勉強と遊びの旅で
一年間どうもありが
した。
米内会長最後の点鐘
とうございました。
《西尾次年度幹事》
次年度幹事の西尾です。ついにこの
日が来てしまったかという感じで居り
ます。大丈夫なのかという不安も多々
ありますが西村会長と一緒に頑張って
いきたいと思います。

