
《ゲスト》

岡嶋 瑛梨香 様 (NHK 文化センター講師 )

《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。先週の例会に

は、インフルエンザに罹患して欠席し

てしまい申し訳ありませんでした。そ

の１週間前の例会でインフルエンザに

気をつけて下さいと皆さんにお話しし

たばかりでしたので、何ともお恥ずか

しい次第です。

　さて、２月２３日のＩＭに向けて、久保田ガバナー

補佐、石橋実行委員長をはじめとして準備を進めて

いるところです。クラブ全員の力を合わせてＩＭの

成功を期しているところですが、現在既に次年度の

ＩＭの準備も同時進行的に始まっています。皆さん

にご案内の通り、８月に次期ＲＩ会長が八戸を来訪

するのに合わせてＩＭを開催する予定です。その打

ち合わせのために、２月４日に吉田会長エレクトと

黒田先生が Host Club になる八戸中央ＲＣを訪問

し、当クラブが Co‐Host Club として全面的に協力

することなどを協議してきました。

　本日は出席・親睦委員会担当例会です。原さんが

お招き下さいました岡嶋瑛梨香さんにゲストスピー

チと歌唱指導をしていただく予定で楽しみですが、

その前に本日のテーマである「出席」について少し

思っていることをお話ししてみたいと思います。ご

存じの通り、ロータリーでは例会を大変重視してい

ます。今ではかなり緩くなりましたが かつてのロー

タリーは１００％出席が原則でしたし、今もそれを

守っているクラブもあります。ポールハリスがロー

タリーという集まりを作った原点もまさにそこにあ

り、人間関係が希薄になっていた当時のシカゴにあっ

て、信頼できる親しい仲間を求めていたからです。

　翻って、現代の社会はどうでしょうか。電車やバ

スの中では殆どの人がスマホの画面に見入っていて

周囲の人に無関心です。会合や会食の場でさえスマ

ホしか見ていない方を見かけます。それに象徴され

るように、現代人は かつてほど生の人間関係を求め

なくなっていると、多くの社会学者や心理学者が指

摘しています。ロータリーの精神はそれとは逆の方

向を目指しています。毎週例会に集い、同僚会員と

語り合い、より絆を深め合うことを願っています。

私はそれがロータリーの強みであると同時に、会員

増強の面ではネックになっているポイントかな、と

考えています。今以上の人間関係を求めない、ある

いは忌避している方が多くなっていることを前提と

した上で、そういう方々をいかにして「例会出席」

に惹きつけていくか、難しい課題ですが考えていく

必要があると思っているところです。

《本人誕生日》

《石橋会員》

　ロータリーとゴルフについて一

言、ロータリーは私が入社しました

会社の会長さんがロータリアンだっ

たので、ロータリーに入れば将来良

いことがあるのかなと思いながら

入ったのがロータリーの始まりです。そこの会社は

去年ちょうど 100 周年を迎えることができました。

私が入った会社は松下電器ですが、入社した当時、

幸之助さんは会長になっておられまして我々は経営

の神様の下で非常に勉強させていただきました。ま

た、会社に入って北陸営業所という金沢の営業所に

転勤になりまして、そこの上司の方や重役の方々が

何年も前にゴルフをやっておられて、これはやっぱ

り必要かなとゴルフのクラブを買いましたけれども、

会社にいる間はなかなか忙しくてゴルフができなく
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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

　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 3 名を含む 25 名。出席率は 76％

です。前々回の例会は、会員卓話例会

でした。

《出席報告》原委員長

櫻田職業奉仕委員長



年度のガバナーで五所川原イヴニング RC の成田秀治

さんです。

・長生園より長生園だよりが届いています。

《ニコニコボックス》大橋副委員長

西村会長 :岡嶋様、今日は楽しいスピー

　　　チと実演を心待ちにしていました。

西尾幹事 :岡嶋様、ようこそいらっしゃ

　　　　いました。本日はよろしくお

　　　　願いします。

黒田会員 : 次年度 RI 会長を八戸に迎え

　　　　ての IM ご協力ください。

米内会員 :えんぶり待ち遠しいです。

吉田賢治会員 : 岡嶋様きょうはよろしくお願いしま

　　　　す。八戸東クラブ中村様、ようこそいらっ

　　　　しゃいました。

本人誕生日 :石橋会員、赤穂会員、伊藤会員、

　　　　　　大橋会員

《上期会計報告》小原会計

　資料に沿って小原会計より上期の会

計報告があった。

《次年度 IM について》黒田会員

　黒田会員より次年度の IM に RI 会長

マーク・マローニーさんが八戸にいらっ

しゃることになった経緯の説明があり、

八戸南クラブはコ・ホストクラブとし

て IM に全面的に協力してほしいとのお

願いがあった。

《出席・親睦活動委員会》原委員長

　NHK 文化センターでカラオケ教室の講師をしてい

る岡嶋瑛梨香さんです、よろしくお願いします。

《ゲスト》岡嶋瑛梨香さん

　初めましての方が多いと思いますので

自己紹介をさせていただきます。八戸出

身で、鮫の方で育ちました。海がとても

きれいに見える家で生まれ育ちました。

父が岡嶋たかしといいまして父が亡くな

り私が後を継いで岡嶋瑛梨香として NHK

文化センターで月曜日の 13 時 30 分からお稽古をさ

せていただいています。生徒さんの年齢層は幅広く

40 代から最高齢の方は 91 歳です。この方は父の代

からこの NHK の歌謡スクールに 20 年くらい通ってい

て今でも元気に歌っておられます。本人がおっしゃ

るには歌を歌うことはとても体にいいことだと、そ

の方は 30 代で体を壊しているのですがとても声が出

て素敵な方です。朝起きたら 3 曲ほど歌を歌う、そ

れから 1 日が始まると言っていました。週に 1 回の

レッスンのほかにご自宅の近くのカラオケ喫茶で 1

日歌っているそうです。すごい体力ですよね、歌を

歌っていないと私は死んでしまうと言っていました。

　先程父の岡嶋たかしという名前を出させていただ

きましたが、岡嶋たかしは北上夜曲を作られた安藤

睦夫先生の門下生でございました。今日は 3 曲ほど

皆さんと一緒にレッスンしたいなと思いまして 1 曲

て八戸に帰ってきてからゴルフを始めました。ロー

タリーもゴルフも知らない人とも会話ができるし、

認識を新たにできるなと思っています。皆さんもど

うぞロータリーを楽しんで、また、ゴルフを楽しん

でくれれば良いかなと思っています。

《赤穂会員》

　私が入ったときは田村年度で慶徳

さんが幹事でした。その当時大工職

人はロータリーはだめだと言われて

いて、2～ 3 年前から入ろうと思っ

ていましたがそういうことがあり入

れなくて 3 年待って田村・慶徳年度で入会させてい

ただきました。今後ともよろしくお願いします。

《大橋会員》

　私も会長と一緒に流行に乗りイン

フルエンザになっていましたが私は

もう大丈夫です。さすがに 1 年に 2

回もというバカはしないと思います

ので、是非とも皆さん接してくださ

い。

《伊藤会員》

　ついこの間 2 月 2 日に 61 歳にな

りました。よく田口会員が人間 120

歳まで生きられるとおっしゃってい

ますので、まだ半分過ぎたばかりで

す。あと 60 年頑張りたいと思って

います。

《幹事報告》西尾幹事

・理事役員会報告

〇3月のスケジュール、3月 7日、コミュ

ニケーション委員会担当例会、3月14日、

会員卓話として新会員の橋本修さんにお

願いしています。3 月 21 日は 3 月 20 日

( 水 ) に八戸 RC との合同例会でグラン

ドホテルです。3 月 28 日は予定では規定審議・戦略

計画委員会担当例会でしたが次の週の社会奉仕委員

会担当例会と交換になります。

〇小原会計より上期の会計報告がありました。

〇会員増強委員会より新会員候補者の推薦があり承

認。有限会社慶徳　代表取締役 慶徳拓也さんです、

意義のある方は 2 月 21 日正午までに書面にて申し出

てください。

・来週 2 月 14 日は休会ですが IM 実行委員会の方は

お昼に会議があります。

・再来週 2 月 21 日は軽食例会ですが IM 準備例会と

して通常の例会です。

・2 月 23 日 ( 土 ) は IM です、参加よろしくお願いし

ます。

・2月 28 日は例会変更で 18 時 30 分、揚子江です。

・青森モーニングクラブと津軽ロータリークラブよ

り創立 30 周年の案内が来ています。

・中グループより IM のお知らせが届いています。

・ガバナー事務所より第 2830 地区ガバナーノミニー

デジグネート決定のお知らせが来ています。2021-22



目は安藤睦夫先生の北上夜曲と次に上を向いて歩こ

うと365歩のマーチを用意しました。普段はマンツー

マンで教えているのですが今日はマンツーマンでは

できないので、合唱という形になってしまいますが

お付き合いください。(全員で 3曲熱唱しました )
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