
《会長要件》吉田会長

　まずもって８月３日のＩＭは皆さんの

ご協力でコ・ホストクラブとしての八戸

南ＲＣの役目を何とか果たせました、改

めて感謝申し上げます、ありがとうござ

いました。マーク・マローニー会長、ゲ

イ夫人を歓待しながらＩＭでの活発な発

表そして懇親会は参加された皆さんはお分かりだと

思いますので次の日の事をお話しいたします。急な

話でしたが八戸の朝市に是非行ってみたいという事

で前の日に段取りをして日曜日の朝６時３０分グラ

ンドホテルスタートで予定を組みました。私は少し

早起きをして５時３０分くらいに朝市に行き、そし

て知っている方のところへご挨拶して知り合いをお

連れするのでよろしくと事前準備をしてお迎えに上

がりました。マローニー会長は体調がすぐれないと

いう事でゲイ夫人だけをお連れしました。朝市に行っ

たことがある方はご存知かもしれませんが、幼虫グ

ミと言って幼虫の形にそっくりなグミがあり、食べ

るとカルピス味とかで美味しいのですが見た目は幼

虫そのもので、それをパックに詰めて売っているの

がゲイ夫人の目に留まり、日本人はこんなの食べる

のか？いやいやこれは虫でなくてグミですと、通訳

の方がちゃんと説明してくれました。釣りの餌にす

る虫をワームというそうですが、せっかくですから

買い求めて、これは来られなかったマローニー会長

へお土産だと言って是非持って行って下さいとゲイ

夫人へお渡ししました。その後蕪島のトイレ見学を

してホテルへ帰りました。

　次の予定でマローニー会長をホテルにお迎えに上

がったときに、マローニー会長は私の顔を見るなり

「オー」と言って手招きされて行ったところ「グッド

モーニング、ワーム」と言われました。ジョークに

してはあんまりだったかなと反省はしましたが、奥

様が「いいから、いいから」というような感じで事

なきを得たような、そんな雰囲気で会長の普段のお

人柄、気取らない、カッコつけない、私が言うのも

何ですが普通のおじさんというような一面が見られ

て、アテンドさせていただいてよかったなと感じま

した。八戸駅へお送りした最後まで何度も、サン

キュー、ありがとうと声をかけていただきました、

皆さんにも感謝してお帰りになったと思います、あ

りがとうございました。

　韓国の方のお出迎えから接待迄していただいた皆

さんも本当にお疲れさまでした、暑い日が続きます

がガバナー訪問そして９月の地区大会と行事が続き

ますので体調に気をつけながら頑張っていきましょ

う。

《本人誕生日》

《小原会員》

　８月１６日で６６才になります、

先月末から急に暑くなったので喉を

やられてまだ治りきっていないので

すが、今年は３月に次女が女の子を

出産して、長女が６月に二人目を出

産して、今年急に孫が 2 人増えて合計３人になりま

した。孫のために頑張っていきたいと思います。

《幹事報告》伊藤幹事

・理事役員会報告

・９月のプログラム、９月５日（木）新

会員歓迎例会、例会変更で１８時３０

分パークホテル、この日は南風会のゴ

ルフもあります。９月１２日（木）例

会変更で９月１４日（土）に秋のスポー

ツ例会、美保野パークゴルフ場でご家族と一緒にパー

クゴルフを行ないます、９月１９日（木）ゲストスピー

チ又は会員卓話、９月２６日（木）祝日の週（２３

日秋分の日）につき休会です。

・北ロータリークラブより源新ガバナー年度のコ・

ホストクラブ依頼が届いておりお受けすることを承
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　正会員数 37 名。本日の出席は免除

会員 5 名を含む 33 名。出席率は 89％

です。前々回の例会は、納涼家族例会

でした。

《出席報告》本多副委員長

RI 会長お見送り 南浦項 RC お見送り



石橋会員 : 残暑お見舞い申し上げます。ＩＭご参加の

皆様、財団の寄付共々大変お世話になりました、あ

りがとうございました。おかげ様で無事終了致しま

した。

大澤会員 : 南浦項ＲＣ歓迎会、ＩＭお疲れ様でした。

光星高校へのご支援よろしくお願いします。

小原会員 : 南グループＩＭ、吉田会長初め会員の皆

様大変お疲れ様でした。写真ありがとうございます。

米内会員 :８月２日から４日まで担当された皆様、

ほんとうにおつかれさまでした。

慶徳会員 :ＩＭ皆様お疲れ様でした。

本人誕生日 :小原会員

配偶者誕生日 :西尾会員

《ロータリー財団委員会》西尾委員長

　先日のＩＭで財団寄付をお願いしま

した。全体で 1,018,080 円の寄付が集

まり八戸南クラブは 562,000 円でした、

たくさんのご協力ありがとうございま

した。

《お知らせ》清川会員

　皆様ＩＭお疲れ様でした、2 日

の日に南浦項ＲＣの会長さんと幹

事さんからプレゼントを頂戴しま

した、まだもらっていない方がい

らっしゃいましたら事務局に置い

てありますのでお持ち帰りください。

《お願い》大澤会員

　先程ニコニコでもお話しありました

が光星高校が今甲子園出場して頑張っ

ています、私の次男が硬式野球部でお

世話になったご縁で学校法人の運営等

に関与しておりましたが、この度協賛

会の会長を命じられまして寄付集めに

奔走しているところです。皆様のテーブルの上に趣

意書をお配りしましたけれども何卒ご支援を、でき

れば今日南クラブで取りまとめできればしていただ

いて送金していただければと、個々の寄付も歓迎で

す、無駄な話になるかも知れませんが、よく寄付を

お願いに参りますと地元から選手は出ているのかと

聞かれますけれども、今年は八戸市内の選手 1 人ベ

ンチ入りしています、開幕戦で満塁ホームランを打っ

た下山選手は弘前出身です。私から見ると県外であ

ろうと地元であろうと野球に打ち込む少年の姿勢は

一緒です、それを見守る保護者の姿勢も一緒です、

彼らは青森県の代表として強豪光星高校の名に恥じ

ないような試合をして頑張ろうとやっております、

どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。

《参加のお誘い》橋本修会員

　皆様のお手元に配っておりますが馬

淵川環境学習ウオークという事で 10

月 20 日に企画をさせて頂いておりま

す。馬淵川を歴史を見ながら、自然を

見ながら、ゴミ袋を持ちながら散歩を

するという企画です。川のそばにいろいろと楽しい

認しました。

・八戸警察署から防犯カメラ設置事業協力の依頼が

来ており４５周年記念事業の一環として協力するこ

とを承認しました。一口５万円ですが金額について

は４５周年記念実行委員会で協議の上理事会に諮る

ことになりました。

・南浦項ＲＣよりお礼状が届いています。

・八戸中央ＲＣよりＩＭのお礼状が届いています。

・ＩＭ、南浦項ＲＣ、ネクタイ代などの集金をしてい

ますのでお願いします。

・９月５日の南風会の出欠を回しています。

・９月１５日の南グループゴルフコンペの出欠を回

しています。

・９月２８日、２９日の地区大会のチラシをレター

ボックスに入れてあります。出欠も回していますの

でよろしくお願いいたします。

・北ロータリークラブより源新ガバナー年度コ・ホ

ストクラブ依頼と主要日程の変更が届いています、

大きなところでは地区大会が八戸市公会堂の関係で

２０２１年４月１８日に行われることになりました。

・今月のロータリーレートは１ドル１０８円です。

・ガバナー事務所よりお盆休暇のお知らせが届いて

います。８月１０日から１８日までお休みです。

・ガバナー事務所よりプロボノチャレンジ 2019 参加

者募集の案内が届いています。

・ガバナー事務所より第７回全国インターアクト研

究会報告書がデータで届いています、事務局にあり

ます。

・ガバナー事務所より７月７日の危機管理委員会会

議で２６６０地区危機管理委員長の講和がありハラ

スメントストップのポスターを作ったので各地区で

配布してよいと届いています、事務局にあります。

・日本財団事務局より寄付認証ロータリークラブの

手引き 2019-20 年度版が完成したとのお知らせが届

いています。

・７月２９日に東京で開催された財団セミナーに西

尾委員長が出席されました。ゲイリー・ホアン管理

委員長との懇談会のお礼が届いています。

・７月２０日、２１日のインターアクト年次大会に

吉田会長と三笠委員長が参加しました。

・例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ8 月１４日（水）任

意休会、８月２８日（水）時間場所変更、八戸北Ｒ

Ｃ８月１３日（火）任意休会、８月２７日（火）時

間変更、八戸中央ＲＣ８月１２日（月）祝日につき

休会メーキャップ不可。

・サイクルアイ、ザ・ロータリアン、聖ウルスラ学

院演奏会のお知らせが届いています。

《ニコニコボックス》慶徳副委員長

吉田会長 :ＩＭ無事終わりました、皆様

のお陰です。南浦項の皆様にも楽しんで

もらったと思います。お体に気をつけて

暑い夏を乗り切りましょう。

伊藤幹事 :ＩＭご協力ありがとうござい

ました。

橋本精二会員 :ＲＩ会長出席のＩＭ、コ・ホストク

ラブとして、又、南浦項一行のお世話等会員の皆様

大変ご苦労様でした。



ところがある事に気が付く瞬間があると思いますの

で是非ご協力いただきたいと思います。国土交通省

さんもこれには関心を持って参加しております、こ

のあいだ国交省との打ち合わせの中で南ロータリー

が自然環境についての勉強をしているので参加した

いとのお話をしたところ大変喜んでいらしたので是

非お願いしたいと思います。

《ガバナー公式訪問について》

　伊藤幹事より公式訪問の資料に基づ

いて流れの確認、説明がなされた。

沼田ガバナーから当日はクールビズで

いらっしゃるとのお知らせがありまし

たが当クラブはネクタイ着用でお迎え

したいのでご協力お願い致します。

《ＩＭお礼》石橋ＩＭ実行副委員長

　ＩＭの副実行委員長を仰せつかっておりました、

皆様本当に有難うございました。会長・幹事には並々

ならぬご協力ありがとうございました。ＲＩ会長ご夫

妻が駅についたときにこの旗よりも大きい会長ご夫

妻のついたものをもってウエルカム八戸とお迎えし

ました。お帰りの際にはハワイで会い

ましょうという会長ご夫妻がアロハを

着た写真のついたもっと大きな幕を

もってお見送りしました。他の地区で

はこういう真似はできないのではない

かと思います。また、ゲイ夫人が朝市

と蕪島のトイレを見学しましたが、戻ってからマロー

ニー会長に良かったとお話したところ会長も見たい

という事で、会長とゲイ夫人と一緒に蕪島まで行き

ました。急な話で車の手配がなかったので急遽私の

車にお二人を乗せて吉田会長の運転で行ってまいり

ました。帰りにはっちの向かいのマチニワで山車を

お見せしてホテルにお送りしました。もう一つハプ

ニングがあって 2580 地区の新本ガバナーがＲＩ会長

のメッセージをビデオ撮影して自分の地区大会で見

せたいと急におっしゃったので米内さんと連絡を取

り昼食前に撮影まで行いました。そのせいで昼食会

の時間が短くなり駅についたのは 20 分くらい前とな

かなか大変でした。それでもうちのクラブは臨機応

変に対応してくれて助かりました。皆様本当にあり

がとうございました。
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