
　出席委員会の原です 1 年間よろしく

お願いします。正会員数 36 名。本日

の出席は免除会員 3 名を含む 23 名。

出席率は 70％です。前々回の例会は、

年度末慰労例会でした。今日は 70％で

すが 80％を目指したいと思いますので皆さん健

康に気を付けて出席をお願いします。

《ビジター》
中村 彰 様（八戸東ＲＣ）

《会長要件》西村会長
　皆さん、こんにちは。先ほど、新ロー
タリー年度の第１回の理事・役員会も
行われ、いよいよ新年度のスタートで
す。私にとっては特別の年度ですが、
ベテランの会員の皆さんも心を新たに、
新年を迎える気分でスタート地点に立

たれていると思います。初心者マークの会長・幹事
ですので、会員の皆さん、これからの一年間なにと
ぞ宜しくご指導・ご鞭撻賜りますよう お願い申し上
げます。

《入会式》
《新会員挨拶》松橋会員

　この度、福澤の引継ぎとして入る八戸パークホテ
ルの松橋満幸と申します。これから皆様方のお仲間
になりますが、微力ではございますが八戸南ロータ
リークラブの為に努力してまいりたいと思いますの
でどうぞよろしくお願い致します。

《ロータリーの友景品贈呈》原会員

　皆さんこんにちは、ありがとうございます。穴を
あけずに紙を閉じるハリナックス、これが欲しくて
応募しました。1 年間良いスタートを切ったなと思
います。よろしくお願いします。

《幹事報告》西尾幹事

幹事の西尾です、1 年間よろしくお願

いします。

・理事・役員会報告。

〇8 月のプログラム、8 月 2 日（木）

第 11 回の南浦項との調印式と納涼家

族例会です。南浦項の方々との日程に

ついては準備委員会で協議しておりこの後報告があ

ります。調印式 17 時 30 分 八戸パークホテル、終了

次第納涼家族例会です。会費は家族会員（中学生以上）

3,000 円、小学生 1,000 円、幼児無料です。

8 月 9 日（木）ガバナー公式訪問準備例会、8 月 16

日（木）任意休会、8月 23 日（木）ガバナー公式訪問、

11 時からクラブ協議会、当日はネクタイ着用でお願

いします。8 月 30 日（木）ロータリー財団委員会担

当例会です。

〇今年度の予算案について承認が得られましたので

19 日の例会で皆様にお諮りします。

〇6 月 29 日に南グループの会長幹事会議があり聖ウ

ルスラ学院高等学校音楽科教員によるチャリテイー

コンサートを南グループとして後援することが決ま

りました。それを受けて南クラブから 10,000 円の後

援金の支出を承認しました。また、10月のロータリー

デーに南グループとしてはちのへホコ天において活

動することが決まり南クラブとしても協力すること

が承認されました。

〇長生園の皆様を 8 月 1 日の三社大祭観覧にご招待

することが協議され例年通りお招きすることになり

ましたのでご協力お願いします。

・7 月 26 日の合同例会の出欠を回しています。ホス

 

2018-19 年度ＲＩのテーマ「インスピレーションになろう」
ＲＩ会長　バリー・ラシン（BE  THE  INSPIRATION）
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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 桜田職業奉仕委員長

《出席報告》原委員長



紹介します。先ほど原さんがロータリー

の友のクイズに当選された発表があり

ましたが、確率が高いと思われますの

で皆さんどんどん応募したほうがいい

ですよ、7 月号の 61Ｐに原 久美（八戸

南ＲＣ）と原さんの名前が載っていま

すので皆さんご覧になってください。今日ご紹介し

たいのは開いて 1 ページのところにあるロータリー

の友委員会委員長、新任の片山委員長さんの記事で

す。是非読んでください。

《会長・理事役員挨拶》クラブ協議会

《西村会長》

　今年のＲＩ会長は、バハマから選ば

れたバリー・ラシンさんです。バハマ

はアメリカのフロリダ半島とキューバ

の間に位置するカリブ海に浮かぶ小さ

な島国ですが、そのためでしょうか、

今年のシンボルマークは海洋国家らし

く、海と波をモチーフとしています。皆さん、このマー

クを見て、どこかで見たことがある気がしませんか？

　そう、葛飾北斎の富嶽三十六景の「神奈川沖波裏」

によく似ていますね。この沖に富士山を望み、小舟

が２，３艘、波間に浮かんでいれば、全く同じ絵です。

日本と同じく海に開かれた海洋国のメンタリティを

感じずにはいられません。

　さて、何度かお話ししている通り、バリー・ラシ

ンさんが掲げたＲＩテーマは、“Be the inspiration” 

です。インスピレーションになろう、ということです。

　The Rotarian の７月号の巻頭言は最後のところ

で、We can, and we will inspire the world. と締

めくくっています。 このひとことに、バリー・ラシ

ンさんの強い思いが込められていると感じました。

私たちロータリアンが、クラブ内でもクラブ外でも、

周囲の人々に勇気を与える人間であろう、というこ

とです。私自身もそのようでありたい、と願ってい

ます。

　地区スローガンは、「ロータリーの素晴らしさを伝

えよう」となりました。

　今井ガバナーは、意欲的に 11 項目の地区目標を掲

げましたが、第一の目標は、「公共イメージの向上」

です。これは、会員増強にも直結します。久保田ガ

バナー補佐は意欲的に取り組んでおり、３週間後に

行われる南グループ合同例会で、早くもその取り組

みの一端をお見せできると思います。

　私たち、八戸南ＲＣのテーマは、「みんなが主役！

わくわくクラブ」とさせていただきました。いうま

でもなく、皆さん一人一人が、そして全員がクラブ

にとって大切な宝物のような存在です。そして、皆

さんがお持ちの素晴らしい能力を存分に発揮できる

クラブであってほしいという願いを込めました。

　まず手始めにですが、誕生月にあたる方はプレゼ

ントを受け取ったら、１分間スピーチをお願いした

いと思います。スピーチの内容は自由です。近況報告、

最近考えていること、何でも構いません。１分間で

すが、存分に自己アピールしてください。それが、「あ

なたが主役」の始まりなのです。

トクラブですので沢山の方の参加をお願い致します。

・ガバナー事務所より 7月のじょっばり経済学講師

のご案内が届いています。

・例会変更のお知らせ、八戸西ＲＣ7 月 26 日（木）

時間場所変更、8 月 16 日（木）お盆につき休会、8

月 31 日（木）時間変更です。

・健康産業総合展示会スポルティック 2018 の東京

ビックサイトで行われる展示会のご案内が届いてい

ます。

・ガバナー事務所より、本日 13 時 50 分頃より今井

ガバナーがＲＡＢラジオのラジ丸というコーナーに

生出演しますという案内が届いています。

・例会欠席の場合は前日までの連絡を重ねてお願い

します。

《ニコニコボックス》三笠委員

西村会長:新しい出発です。皆様一年間、

　　　　どうぞ宜しくお願い致します。

三川副会長 : 西村新会長、西尾新幹事、

　　　　一年間どうぞよろしくお願い

　　　　します。

西尾幹事 :1 年間よろしくお願いします。

橋本会員 : 西村会長・西尾幹事・役員の皆様、一年

　　　　間よろしくお願い致します。

黒田会員 : トロント国際大会に行き楽しんできまし

　　　　た。

石橋会員 : 西村会長、西尾幹事、役員の皆様、一年

　　　　間宜しくお願い致します。

赤穂会員 :祝　西村年度スタート！

小原会員 :西村年度の門出を祝して。

熊谷会員 : 西村・西尾のニシニシコンビのスタート

　　　　を祝します。

米内会員 :西村先生、西尾さん、どうぞよろしく。

伊藤会員 : 西村会長、西尾幹事、理事・役員の皆様

　　　　一年間よろしくお願いします。

三笠会員 : 西村新会長はじめ新役員の皆様、よろし

　　　　くお願いいたします。

《国際奉仕委員会》吉田立盛委員長

　皆さんこんにちは、国際奉仕委員会

の吉田です、今年一年間よろしくお願

いします。先ほど幹事報告でもありま

したけれども、8 月 1 日、2 日、3 日の

お祭りの時期に姉妹クラブである南浦

項ロータリークラブの皆様 6 名が来日

されて今年で11回目、33年目の再調印式を行います。

皆さんも韓国に行かれた際は大歓迎を受けられてい

ると思いますので、是非この再調印を盛り上げて韓

国の皆さんをクラブ一丸となって歓迎したいと思い

ます。もちろんお祭りも見ていただきますが夜には

歓迎会、二次会、三次回、2 日目の観光、そして納

涼例会の後も二次会等々あります、お祭り期間で忙

しいとは思いますが空港への送り迎えを含めてご協

力をお願いします。沢山の参加をお願い致します。

《コミュニケーション委員会》熊谷委員長

　今年度コミュニケーション委員会の委員長を仰せ

つかった熊谷です、早速ロータリーの友を皆さんに



《米内直前会長》
　西村会長、本日からよろしくお願い
致します。今日から私は直前会長がス
タートするわけですがうっかりして挨
拶も何も考えてはおりませんでした。
　今日から西村丸の出航であります、
前途洋々としていると思います、どう

か一年間思う存分西村カラーを発揮して進んでいた
だければと思います。一年間どうぞよろしくお願い
いたします。

《吉田賢治会長エレクト》
　皆さんこんにちは、会長エレクトを
拝命しました吉田でございます。まだ
まだ経験もないままにこの場に立たせ
ていただいていますが諸先輩方を是非
見習いながら、今年度の西村会長を見
て、勉強して来年に向けて頑張ってい
きたいと思いますので、西村会長ともどもよろしく
お願いいたします。

《三川副会長》
　皆さんこんにちは、副会長を拝命した
三川でございます。考えてみたら 2 回目
の副会長ということでまさかと思ってい
ましけれども、前回初めての副会長は
2009 年で 9 年前のことでした。その時
の新鮮な気持ちを再び呼び起こしながら

しっかりと西村会長を支えていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

《西尾幹事》
　あらためまして幹事の西尾でござい
ます。西村会長を支えていければなと
思っておりますけれども、色々勉強さ
せてもらいながら一つ一つ丁寧にやる
しかないんだなと思っていますので、
よろしくお願いいたします。

《小原会計》
　会計を拝命しました小原です。西村
会長と西尾幹事を微力ながら支えてい
きたいと思います。準備の段階で西村
会長、西尾幹事、とてもしっかりして
いて事前の準備が行き届いている感じ
なのでうまくいくんじゃないかと思っ

ております。どうぞよろしくお願いします。

《伊藤ＳＡＡ》
　ＳＡＡの伊藤です、米内年度副ＳＡ
Ａとして半年間勉強させていただきま
したが、まだまだＳＡＡとして失敗ば
かりです。何とかこの一年勉強しなが
ら西村会長を支えていきたいと思いま
すので皆さんのご協力よろしくお願い
いたします。
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