
　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 1 名を含む 22 名。出席率は 73％

です。前々回の例会は、新旧バッヂ

伝達式でした。

《会長要件》西村会長
　新年度もスタートし、我がクラブの
ホームページも更新されました。
皆さん ぜひ一度目を通してみてくださ
い。
　今年の年度は、すぐ２週間後の７月
26 日に私たちが幹事クラブで主催する

南グループ合同例会があります。その次の週は８月
２日に、姉妹クラブである韓国南浦項ロータリーク
ラブとの再調印式があり８月１日から８月３日まで
の３日間、韓国からの訪問団をお迎えすることにな
ります。スタートして いきなりトップスピードで走
り出すような感じになりました。
　合同例会は、久保田ガバナー補佐のリーダーシッ
プのもとに、またクラブの生き字引である伊藤ＳＡ
Ａにご指導いただきながら準備を進めています。ま
た、再調印式とその前後の歓迎行事は、吉田立盛 国
際奉仕委員長を中心に準備を進めておりますが、ど
ちらの行事も会員皆様の参加と協力なしには成り立
ちません。
　夏休み中でもあり皆さん大変お忙しいとは存じま
すが、皆様のご参加、御協力を心からお願い申し上
げます。八戸南ロータリークラブの心意気と底力を
存分に発揮しようではありませんか。
さて本日はクラブ協議会で、各委員長からご挨拶い
ただきます。順次ご挨拶お願い申し上げます。

《本人誕生日》
《久保田会員》

　私は色々やりたいこ
とが沢山ありまして、
普段会社に行くと会社
の仕事自体が半分好き
なことをやっておりま

す。ビデオカメラで撮影したり、後は音響機械で色
んなショーとかの仕事をしますが現在はほとんど現
場はやっておりません、みんな社員たちにまかせっ
ぱなしで現在は別な色んなボランテイァのようなこ
とをしていますが本来あんまり良くないなと反省し
ています。仕事に集中しなければいけないなと思っ

てはいるんですが、幸い私の長女が結婚しましてそ
の伴侶が色々仕事をやってくれているので少しは良
かったなと、息子もいるんですけれども息子は東京
にいて帰ってこないということでございましてしょ
うがないと、そのような現況です。

《長嶺会員》
　私の誕生日は 7 月 7
日です。何も取り立て
て自慢することもない
のですがこの 7 月 7 日
に生まれたというラッ

キーが私の自慢の種です。私はこの人生 110 歳まで
生きようと思っています。生物学的に見て人間は
120 歳までは生きて行けるようですが今までの不摂
生がたたって 10 年縮めて 110 歳まで生きたいと思っ
ていますのでよろしくお願いします。

《榊会員》
私は明日 7 月 13 日が誕
生日で71歳になります。
還暦のお祝が 10 年前で
みんなで同窓会をやっ
てちゃんちゃんこを着

て、去年は古希のお祝いで同窓会を開いてもらいあっ
という間に 10 年が過ぎたんですけれども、同窓会の
時に会場を見渡して髪のふさふさしているのを数え
たら 3 人しかいませんでした。その中で髪の黒いの
が私一人だけでした。みんなに髪が黒いなといわれ、
湊にいるのでいつもわかめ、昆布食べているから黒
いんだと、実は 2 週間に 1 回づつ髪を染めて黒くし
ています。70 代になりました、70 代の皆さんよろし
くお願いいたします。
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《出席報告》原委員長



《前年度出席 100％会員表彰》

西尾前年度出席・親睦活動委員長

　

《各委員長挨拶》クラブ協議会

《原出席・親睦活動委員長》

　出席・親睦活動委員長になった原で

す。一年間よろしくお願い致します。

南ロータリーに入ってやっと３年たち

ました。でも、まだまだ未熟で大橋副

委員長と一緒に頑張っていきたいと思

います。皆さん出席よろしくお願い致

します。

《熊谷コミュニケーション委員長》

　コミュニケーション委員会です。コ

ミュニケーション委員会は 2014 年、榊

年度の時に組織の再編ということでそ

れまでの会報委員会、広報・雑誌・Ｉ

Ｔ委員会を統合してコミュニケーショ

ン委員会という委員会になりました。

名前の通り色々と広報に勤める、最初の仕事は来月

のお祭りの時に長生園の皆さんをご招待することを

デーリー東北へ取材依頼する、そのほかには先週ご

紹介しましたが機会のあるごとにロータリーの友の

記事の紹介をしたり、ＩＴ委員会の部分で My Rotary

への登録推進、まだ全員登録していないと思います

ので担当例会の時にでもご説明したいと思います。

後、何といっても我がクラブの最優先課題である会

員増強につながる委員会活動を根底に委員会活動を

していきたいと思いますのでよろしくお願い致しま

す。

《櫻田職業奉仕委員長》

　職業奉仕委員会委員長を仰せつかり

ました櫻田です。職業奉仕委員会では

今年は 10 月 20 日によろず相談が開催

されます。分からないことが沢山あり

ますが諸先輩方に聞きながら準備をし

ていきたいと思います。本当に何もわ

かりませんがよろしくお願い致します。

《吉田立盛国際奉仕委員長》

　国際奉仕委員会の吉田です。国際奉

仕委員会では米山担当の小笠原副委員

長、姉妹クラブ担当の榊副委員長と連

携しながらなんとか一年間やっていき

たいと思います。また、今年は先ほど

も言いましたが調印式がありますので

何とか成功させたいと思います。11 月の韓国への創

立記念例会への訪問を会長と一緒に行きたいと思っ

ています。今年、向こうから６人の方に来ていただ

きますので少なくてもうちのクラブからは６人以上

《櫻田会員》

　私は 7月 22 日生まれ、

原元監督と同じ誕生日

です。昨日実は小学校 6

年生の息子が深刻な顔

をして私の所へきて、

お父さん、明日新聞の記事を見て僕はスピーチをし

なければならないんだけれども何を喋ったらいい、

どう喋ったらいいの？と相談を受けていました。西

日本の豪雨災害の話でもしたらという話をアドバイ

スをしたんですけれども、今日自分がスピーチをす

る羽目になるとは思ってもみませんでした。今年で

51 歳になります。これからも頑張りますのでよろし

くお願いいたします。

《幹事報告》西尾幹事

　・レターボックスに年間プログラム

と委員会編成表を入れてありますので

ご確認ください。8 月 1 日から 3 日ま

での韓国南浦項の皆様との日程表も入

れてありますのでそちらもご確認くだ

さい。

・調印式、三社大祭お手伝い、納涼家族例会の出欠

を回しています。

・例会後に前年度理事・役員会があります。

《ニコニコボックス》三笠委員

西村会長 :2 週間後の南グループ合同例

　　　　会の御参加、宜しくお願い致

　　　　します。

西尾幹事 : 委員長のみなさま、よろし

　　　　くお願い致します。

長嶺会員 : 西村年度の船出、お祝い申

　　　　し上げます。

米内会員 :いつもコーヒーごちそうさまです。

榊会員 :明日で７１才になります。

伊藤会員 : 柴崎選手、結婚おめでとうございます。　

　　　　日本サッカーの為にこれからもよろしく！

吉田立盛会員 : もうすぐ南浦項の皆さんが来日しま

　　　　す。みんなで歓迎しましょう。

本人誕生日 :久保田会員、長嶺会員、

　　　　　　榊会員、櫻田会員

《国際奉仕委員会》吉田立盛委員長

　先ほどから何度か話題に出ています

が、もうすぐ南浦項の皆さんが 11 回目

の再調印式の為に来日されます。今日

レターボックスの中に南浦項ご一行滞

在スケジュールというものを入れてあ

ります。今現在の段階で決まっている

スケジュールになっています。お祭りの時期で皆さ

んお忙しいと思いますが南浦項の皆さんを歓迎した

いと思いますのでご参加お願いします。昼が駄目な

ら夜だけでもできるところでのご参加をお願いしま

す。



で韓国にお礼参りに行きたいと思っていますので、

我こそはという方一緒に韓国へ行きましょう。よろ

しくお願いします。

《三笠青少年奉仕委員長》

　青少年奉仕委員長を仰せつかりまし

た三笠と申します。まだまだ経験不足

で悩んでおりますけれども、特に八高

生との関わりというものを大事にしな

がら日頃の活動を当会員の皆様にご紹

介申し上げながら、さまざまな青少年

の気持ち心等についてお話ししていきたいと思って

います。どうぞよろしくお願い致します。

《石橋ロータリー財団委員長》

　ロータリー財団を務めることになり

ました石橋です。今年度は５つくらい

目標を立ててみました。

　1、クラブに来ている地区目標にでき

るだけ 100％に近付けたいと努力した

いと思っていますので皆様方には個々

にお願いに参ると思いますがよろしくご協力をお願

いしたいと思っています。

　2、新しいポールハリスフェローを 5 人以上増やし

たいと目標を立てています。今日は前会長の米内さ

んからいただきまして米内さんがポールハリスフェ

ローになりました。

　3、新ベネファクター、恒久基金のメンバーを 1 人

以上増やしたいと思っています。去年まではうちの

クラブに 4 人おりましたが鈴木さんが転勤で移られ

近藤さんがお亡くなりになり現在は黒田先生と私だ

けが恒久基金のメンバーです。もうちょっとうちの

クラブもベネファクターを増やした方がいいのでは

ないかと思っていますのでよろしくお願い致します。

恒久基金というのはクラブに対するバックはありま

せんが世界で困ってる方の役に立っていると思いま

す。ポールハリスフェローのマルチにはなりません

ができるだけ協力をお願いしたいと思っています。

　4、ロータリー財団についての卓話をどなたかにお

願いしたいと思っています。

　5、ロータリーカードというものがありこのカード

を使って買い物をすれば何パーセントかが財団に寄

付されますので皆様方に作っていただきたいと思い

ます。

　本日、西村会長、米内直前会長、三川副会長、黒

田会員、小笠原会員と私の 6 名から財団への寄付が

ありました本当にありがとうございました。三川会

員はマルチの 2 回目になります。皆様ご協力の程よ

ろしくお願い致します。

《長嶺規定審議・戦略計画委員長》

　規定審議・戦略委員会の長嶺です。

今年度は 3 回から 4 回の委員会を開い

てクラブの問題点とか課題点、幅広く

議論してクラブの為に少しでも役に立

つ委員会活動にしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

《伊藤会員増強委員長》

　会員増強の伊藤です。今年度は 35 名

でのスタートでしたが先週松橋さんが入

会され、来週には本多さんが入会予定で

実質 37 名でのスタートになります。以

前何かの機会に会員数のお話ししたとき

に 45 周年は 45 名、50 周年は 50 名で迎

えたいなという様なお話をしたことがありました。

当クラブ、次年度が 45 周年です。今から 45 名にす

るのは少し厳しいかなと思っていますがせめて 40 名

で 45 周年の年度を迎えたいと思っています。そのた

めには会員増強というよりもまずは退会防止に努め

て今いる会員の方がこれ以上減らないようにして、

なおかつ新会員の方を勧誘してできればそのうえで

40 名から 45 名という大きな希望をもってやりたい

と思っています。会員純増 5 名というのがＲＩ会長

賞の大きな目標の一つでもありますので何とかそこ

はクリアしたいと思っています。皆様のご協力よろ

しくお願い致します。
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