
《会長要件》吉田会長

　会長要件ですが、最初ですので会長方

針を述べさせていただきます。

　今年度の八戸南ロータリークラブの

テーマを「笑顔でチャレンジ」といたし

ます。８月にマーク・マローニーＲＩ会

長夫妻をお迎えしてのＩＭをコ・ホスト

クラブとして開催することになっております。前例

のない行事になりますので上野ガバナー補佐、ホス

トクラブの八戸中央ロータリークラブ、黒田アドバ

イザー、そして皆様と一緒にこの前例のない行事を

しっかりと運営していきたいと考えています。クラ

ブ創立４５周年に当たりコ・ホストクラブとしての

ＩＭの開催を創立４５周年記念事業の一環としてお

りますので皆様と一緒に「笑顔でチャレンジ」して

いきたいと思っています。来年４月１９日には創立

４５周年の節目をむかえます。歴史を作り上げてき

た諸先輩方、歴代会長・幹事に感謝すると共に私達

ロータリアンは地域社会で、そして自分自身の中で

良い変化を生むために、手を取り合って行動するク

ラブを目指す機会になればと思います。

　さて、2019-20 年度のＲＩテーマは、「ロータリー

は世界をつなぐ：Rotary connects the word」です。

マーク・マローニー会長は「国際ロータリーは地域

社会とつながり、職業のネットワークを広げてきま

した。また数多くのプロジェクトやプログラム、ポ

リオ撲滅活動等国連との協力を通し、私たちはグロー

バルコミュニティーとつながっています。ロータリー

で私たちは、お互いの違いを超え、意義ある形でつ

ながっています、それはロータリーがなければ出会

うことのなかった人びとと職業上の機会、私たちの

支援を必要とする人たちとのつながりをもたらして

くれます。ロータリー体験の中核にあるのがこのつ

ながりであり、ロータリーを成長させる方法もこの

つながりであります」と述べられています。

　私は八戸南ロータリークラブに入会して、多くの

会員とつながりを持つことができましたし、多少で

はありますが寄付をすることによって国際ロータ

リーともつながっていると感じるようになりました。

継続してチャレンジしていきたいと思います。

　次に、沼田ガバナーが掲げるＲＩ第 2830 地区ス

ローガンは「ともに変化し行動しよう」です。６人

のガバナー補佐と共に元気で活力あるクラブづくり

のお手伝いをさせて頂きたいとの思いから、地区目

標を１０項目示されました。特に会員増強は当クラ

ブに於いて最重要課題と思いますので、チャレンジ

してしっかり結果を出したいと思います。また、ロー

タリー財団と米山記念奨学金への寄付も委員長を中

心に取り組んでまいりたいと考えています。そして

クラブの問題を規定審議・クラブ細則委員会としっ

かり詰めながら、元気で活力あるクラブを目指し

「ロータリー賞」へチャレンジしていこうと思います。

まだまだ未熟な私ですが皆様方のお力を借りながら

何とか一年間頑張ってまいりますのでご協力よろし

くお願いいたします。

《本人誕生日》

《清川会員》

　1 日で 57 才になりました。今年

の誕生日は家内と二人だけの誕生

日になりました。おかげさまで息

子たちは巣立って元気よくやって

いると思っています。これも皆さ

ま方からいろいろと教えていただいたお陰と思いま

すのでこれからもよろしくお願いいたします。

《松橋会員》

　実をいうと本日誕生日でござい

ます。今年で51才になります。ロー

タリーにはできるだけ出席できる

よう頑張りますのでよろしくお願

いいたします。

 

2019-20 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
ＲＩ会長　マーク・マローニー（ROTARY  CONNECTS  THE  WORLD）

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　沼田　　廣   ● 会長　吉田　賢治  ● 幹事　伊藤　　斉  ●コミュニケーション委員長　小原　隆平

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 2110 回 例 会 記 録
《会長・理事役員挨拶例会》

2019年 7月 4日（木）
点鐘　12：30　　
レポート No.1542

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 2 名を含む 25 名。出席率は 77％

です。前々回の例会は、年度末慰労例

会でした。

《出席報告》熊谷委員長

米内職業奉仕委員長



吉田会長 : 鈴木さんようこそいらっしゃいました、　

　　　有難うございます。

伊藤幹事 : 吉田年度スタートです、一年間よろしく

　　　　お願いいたします。鈴木さんお久しぶりです。

橋本会員 : 吉田会長、伊藤幹事、一年間よろしくお

　　　　願いいたします。

黒田会員 :8 月 3 日のＩＭどうぞよろしくご協力くだ

　　　　さい。

石橋会員 : 吉田丸船出をお祝い致します。一年間よ

　　　　ろしくお願いいたします。

小原会員 :吉田賢治年度の門出を祝して。

長嶺会員 : 吉田年度の門出おめでとうございます。　

　　　鈴木さんようこそ、歓迎いたします。

熊谷会員 : 新しい年度のスタートです。鈴木さんよ

　　　　うこそ！

米内会員 :新年度宜しく、鈴木さんようこそ。

三川会員 : 吉田会長、伊藤幹事、一年間よろしくお

　　　　願いいたします。

榊会員 :吉田会長、スタートおめでとうございます。

西村会員 : 吉田年度船出お祝いします、伊藤幹事、　

　　　各委員長の皆さんよろしくお願いいたします。

大橋会員 :鈴木さんおしゃれですね。

松橋会員：新年度よろしくお願いいたします。吉田

　　　　会長、伊藤幹事頑張ってください。

本人誕生日 :久保田会員、長嶺会員、榊会員、

　　　　　　清川会員、松橋会員

《１００％出席表彰》原前年度出席・親睦活動委員長

《ご挨拶》鈴木一史様（神戸西神ＲＣ）

　皆さんこんにちは、ビジターと言われ

てもピンときません、先ほどビジターの

受付で危なく八戸南と書くところでし

た。今日は八高の同期会、70 の古希な

ので同期会をやろうという事でそれに向

けて八戸に来ました。懐かしい皆さんと

お会いできてうれしく思います。先程から上着につ

いて言われていますが自分では買えずに後見人が選

んでくれています。ネクタイは今年度のテーマネク

タイで向こうのクラブは同じ木曜日が例会日で今日

第一回例会、夏場はノーネクタイで良いのですが第

一回例会は全員テーマネクタイを着用することに

なっていて、半ば強制的に買わなければいけないネ

クタイです。昨年１１月に神戸で会議があり黒田先

生がお見えになった様ですが、ちょうどその時私は

神戸を離れていまして残念ながらお目にかかること

はできませんでした。吉田立盛さんが大阪にいらっ

しゃったときに電話をくださったのですが、残念な

《長嶺会員》

　去年も言いましたが 7 月 7 日の七

夕が誕生日で一つの自慢にしていま

す。去年は初孫が産まれまして、今

は孫中心の生活になっています。こ

れからもロータリーを楽しみたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

《久保田会員》

　鈴木さんお久しぶりです、鈴木さ

んと合ったら時間が止まったような

気がします。誕生日はあまり好まし

くないと思っています、ナナヨンに

なってしまいましたが頑張ります。

《榊会員》

　今年は年男の猪生まれの 72 才に

なりました。年男なのでいろんな役

が来たのかな、回ってきたのかなと、

一生けんめい頑張ります。

《幹事報告》伊藤幹事

・理事役員会報告

・8 月のプログラム、8 月 1 日の長生園

三社大祭ご招待を今年度は例会として

行います、15時ゆりの木通り（図書館裏）

集合です、8 月 8 日、ガバナー公式訪

問準備例会です、8 月 15 日は祝日の週

（11 日山の日）につき休会、8 月 22 日はガバナー公

式訪問例会です、男性はネクタイ着用でお願いしま

す、8月 29 日、会員増強委員会担当例会です。

・ガバナー事務所よりガバナー事務所開設のお知ら

せが届いています。

・7月のロータリーレートは 1ドル 108 円です。

・むつＲＣ、むつ中央ＲＣより周年事業参加のお礼

状が届いています。

・八戸市から環境イメージポスター掲示のお願いが

来ています、ホテルに掲示してもらいます。

・ザ・ロータリアン誌が届いています。

・納涼例会の出欠とテーマネクタイの購入希望を回

しています。

・ＩＭについて、マローニー会長の方針として家族を

大切にという事でホストクラブとコ・ホストクラブ

の 2 クラブは奥様方同伴でお願いしたいという事で

す、詳細は明日の中央クラブとの会議で決まります

ので来週の例会でご案内しますのでご協力お願いし

ます。

・先週お知らせしました新会員候補者について本日

12 時までに意義がございませんでしたので大平豊作

さんの入会は認められたものとして手続きをすすめ

ます。

《ニコニボックス》原委員

鈴木一史（神戸西神ＲＣ）様 :

　ご無沙汰しております。高校の古希

同期会で帰って来ました。吉田会長、

伊藤幹事、各委員長共々よろしくお願

いいたします。



がらその日も都合の悪い日で申し訳ありませんでし

た。神戸の方にいらしたときは声をかけていただけ

れば嬉しく思います。今日は年度初めの忙しい日に

お邪魔して失礼しました。家内も皆さんにお会いし

たらよろしくと申しておりました、奥様方にもよろ

しくお伝えください。来年の 45 周年にはできれば来

たいなと考えております、体調は今のところ悪くは

ないので何とかいけるかなと思っていますのでよろ

しくお願いいたします。

《会長・理事・役員挨拶》

《吉田会長》

　今年度私と一緒にやっていただく委員長の皆さん

を紹介したいと思います。それぞれの委員長の思い

を聞きながら、今年度の事業に向かって一緒に頑張っ

ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。

《西村直前会長》

　米内前直前会長よりお話を伺いました

ら、直前会長の仕事は宴会の時の乾杯の

発声位だとお聞きしました、あまり仕事

はありませんがしっかりと現体制を補佐

していきたいと思います、よろしくお願

いいたします。

《熊谷出席・親睦活動委員長》

　2016-17 年度までは出席委員会、親

睦活動委員会、それぞれ独立した委員

会でしたが統合されて出席・親睦委活

動委員会という形になっています。今

年度の目標としては 1 番目として、会

員数が減った中少しでも会員増につな

がるように明るく楽しい活気ある雰囲気づくりを目

指します。2 番目に先ほど記念品の贈呈がありまし

たが 100％の出席率を目指します、当初は今年度か

らメーキャップの基準が変わり一年間で良いことに

なっていましたが当クラブでは従来通り前後 2 週間

以内と、先ほどの理事役員会でお話がありそのよう

になりそうです。3 番目としてゴルフ、ボウリング、

麻雀、パークゴルフ、夜例会、納涼家族例会、クリ

スマス家族例会などできるだけ多くの親睦活動を計

画して、明るく楽しい活気のあるクラブにしていき

たいと思いますので、皆さんも積極的に参加してご

協力をお願いします。

《吉田会員増強委員長》

　今年は三つの重点方針を作りました、

一つは今まで以上の情報発信、ホーム

ページの写真の更新とかフェースブッ

クでの更新を積極的に行い、公共イメー

ジ、特に若い世代にクラブの活動が伝

わるような情報発信をして会員増強に

つなげる、二つ目として入会候補者の名前を皆様か

らあげていただく、会員全員から少なくてもおひと

りの名前を挙げていただき、みんなで共有しそれぞ

れの人脈を生かしながら会員増強につなげる、３つ

目は、ロータリー名刺を皆さんで作っていただきそ

れにフェースブックのＱＲコードなどを入れてクラ

ブをピーアールしたいと思います。何もないよりは

お誘いしやすくなると思いますのでそういう名刺を

皆さんに作っていただき会員増強につなげる、この

３つを重点目標としてやっていきたいと思いますの

でご協力お願いします。

《米内職業奉仕委員長》

　職業奉仕は３つあります、私は今日初

めてやりましたが四つのテスト、そして

よろず相談と職場訪問になりますが四つ

のテスト以外は全部おぜん立てができて

いてありがたいと思っています。四つの

テストは今日壇上に上がって唱和してい

ただいて、よくよく考えてみるととても大事だなと、

１ヵ月に一回「真実かどうか」から始めるのですが、

良く自分の胸に手を当てて考えてみるという事は大

事なことだと、身を入れて気を引き締めてやってい

きたいと思います。

《原社会奉仕委員長》

　社会奉仕委員会は三社大祭に長生園

の方をお招きすることと、職業奉仕委

員会と協力してよろず相談を行なう事、

青少年奉仕委員会と協力しての蕪島清

掃などがありますのでご協力お願いし

ます。

《大橋国際奉仕委員長》

　国際奉仕の大橋です、前年度の立盛

委員長から言われたことはただ一つで

韓国の方のお酒を断らないようにとの

ことでした。今年の韓国訪問はルート

を旅行会社の人に相談しているところ

ですが、是非皆さん一緒に韓国へ行き

ましょう。

《三笠青少年奉仕委員長》

　昨年度に引き続き青少年委員会を仰せ

つかりました三笠です、青少年委員会は

八戸高校のインターアクトクラブの生徒

さんと一緒に蕪島清掃やクリスマス会、

各生徒の皆さんが１年間通じてボラン

ティア活動等に取り組んだ内容を発表し

ていただく、とにかく高校生の皆さんを招待しなが

ら南ロータリーの良いところを伝えていければいい

のではと思っています。

　今月 20 日・２１日に青森でインターアクトの年次

大会が開催されます。それに向けて吉田会長と私、

八高生３名と顧問の先生１名で年次大会に参加して

まいります、ちなみに宿泊場所はマエダアリーナ合

宿所だそうです。

《西尾Ｒ財団委員長》

　昨年に引き続き皆さま方から多大なご協力をお願

いしたいと思います。今年度は今年度私は私という

事で昨年同様とはいかないと思いますが活動計画と

しては自分も含めてロータリー財団について勉強し



《長嶺規定審議・戦略計画委員長》

　規定審議委員会では前年度決めまし

たクラブ戦略計画を今年度検証しなが

らＰＤＣＡサイクルで見直しながら前

に進めていきたいなと思っております、

規定審議についてですが、規定審議会

は今年の４月に終わりましたが日本語

訳がまだできておりません、日本版が出ましたら南

クラブの定款細則の改正に取り組み皆さんに配布し

たいと思います。

て、皆様への広報に務めて寄付への意欲

向上に努力していきたいと思います。ク

ラブとしての地区目標の達成を目指しま

す、ポールハリスフェロー会員とマルチ

プルポールハリスフェロー会員を増やし

ます。クラブ内の寄付 0 会員の０を目指

し皆様に声がけをしていきます。７月のロータリー

レートは１０８円という事で今までより断然円高で

今後どうなるかわかりませんので今のうちに寄付を

される方が良いのではと思いますのでよろしくお願

いいたします。
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