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 2121 回 例 会 記 録
《地区大会報告例会》
2019 年 10 月 3 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1553
《会長要件》吉田会長
今日は先日行われました地区大会の
報告例会となっております。当クラブ
からは 10 名の参加で行ってまいりまし
た。この後参加の皆様からの報告があ
りますので細かいことは各参加者のお
話を楽しみにしています。とにかく盛
況でございました。ただ、RI 会長代理をいつもはお
招きするのですが、今回は RI 会長代理をお招きしな
いという初めての試みの地区大会でした。色々と青
森ロータリークラブの皆さんが趣向を凝らしながら
の大会で、盛り上げたいとの思いがとても印象に残っ
た大会でした。

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 米内職業奉仕委員長

《出席報告》本多副委員長
正会員数 37 名。本日の出席は免除
会員 2 名を含む 25 名。出席率は 76％
です。前々回の例会は、祝日の週につ
き休会でした。
ウォークの日になっておりますので、ぜひ皆様ご参
加いただきたいと思います、よろしくお願い致しま
す。
《配偶者誕生日》 《結婚記念日》

《バッヂ伝達》
榊会員

ＭＰＦ１回目

西村会員

《本人誕生日》9 月・10 月
《三浦会員》
9 月 1 日が誕生日です、防災の日
になっておりますが皆様も防災に備
えていただければと思います。
《米内会員》
9 月 25 日が誕生日でした。73 歳
になりました、先月体の一部をオー
バーホールしたおかげで少し元気に
なったような気がします。皆さん有
難うございます。
《橋本修会員》
10 月 20 日が私の誕生日で 61 才に
なる予定です、10 月 20 日は馬淵川

本多会員

櫻田会員

《幹事報告》伊藤幹事
・理事役員会報告
◦11 月のプログラム、11 月 7 日 ( 木 ) 休
日の週 (11 月 3 日文化の日 ) につき休会、
11 月 14 日 ( 木 ) 国際奉仕委員会担当例
会、韓国訪問の報告例会、11 月 21 日 ( 木 )
ロータリー財団委員会担当例会、西尾委
員長卓話、11 月 28 日 ( 木 ) 例会変更で夜例会、18
時 30 分、会費 4,000 円、会場は決まり次第ご連絡し
ます。
・来週の例会は米山奨学生の卓話でタイからの奨学
生、スワナセン ナタウイッパーさん、北里大学の学
生さんがいらっしゃいます、佐々木千佳子 PG が連れ
てきてくださいます、米山へのお気持ちがある方は
来週の例会で寄付を頂ければと思います。
・千葉県南部激甚災害に対する義援金の依頼がガバ
ナー事務所より届いています、おひとり 500 円程度
以上お願いしますとのことです。この後回りますの
でご協力をお願いします。
・レターボックスに米山豆辞典が入っています、来
週の例会までに目を通しておいてください。
・日本のロータリー 100 周年記念バッヂが届きまし

黒田会員、橋本精二会員
たのでレターボックスに入れてあります。ご確認く
ださい。
・10 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
《優秀クラブ》 《優秀ロータリアン》
・2019 年手続き要覧英語版が発行されました。URL
があるので必要な方は事務局まで、日本語版は 10 月
末に利用可能になります。
・例会変更のお知らせ、八戸北 RC 10 月 29 日 ( 火 )
時間変更、八戸中央 RC 10 月 14 日 ( 月 ) 祝日につき
西村直前会長
櫻田会員
伊藤会員
休会、メーキャップ不可です。
・長生園だより、サイクルアイが届いています。
・第 41 回バギオ訪問交流の旅の案内が届いています。 《長寿ロータリアン（満 80 歳）》
・むつ RC より 60 周年の記念誌が届いています。
・本日小原コミュニケーション委員長欠席ですので
代わりに報告します、ロータリーの友 10 月号がレ
ターボックスに入っておりますがその中の 7P 目から
マローニー会長の日本滞在記が載っています、10P・
黒田会員
橋本会員
11P 八戸での IM の事が載っていますのでご覧になっ
てください。
《ベネファクター》
《ニコニボックス》慶徳会員
吉田会長 : 地区大会報告例会です、参
加いただいた皆様ありがとう
ございました。次年度は八戸
開催です。
伊藤幹事 : 地区大会参加の皆様お疲れ
様でした。今日は報告よろし
くお願いします。
米内会員 : ご迷惑をおかけしました、写真展ありが
とうございました。
本人誕生日 : 米内会員
配偶者誕生日 : 吉田会長、榊会員、2 人とも 72 才に
なりました、本多会員
結婚記念日 : 櫻田会員、20 周年です。

久保田会員

西村会員

《新ポールハリスフェロー》

《吉田会長》
先日の地区大会に行ってまいりましたが、今、表
彰された方々、すごい数がありましたけれどもこれ
は他のクラブに誇れると言いますか、自信をもって
《ロータリー財団委員会》西尾委員長
我がクラブの活動が頑張っていると誇らしい気持ち
先日長嶺会員から大口寄付を頂きまし
でした。他のクラブの会長さんからも南クラブさん
た、ありがとうございました。皆様もよ
頑張っているねと声をかけていただき嬉しい限りで
ろしくお願い致します。
す。これは普段からの皆さんの活動であったり寄付
であったり、少しずつやってきたことが身になって
《地区大会報告》伊藤幹事
こういう形になったのだと思います。他のクラブで
地区大会で沢山の表彰を頂いてきましたので最初
は大口の寄付での成績が多い中、人数で表彰される
に皆さんに伝達します。
のはなかなか難しいと聞いておりますので、これか
・奉仕活動優秀クラブ
らも来年、再来年に向けて少しずつコツコツと、多
八戸南ロータリークラブ
くの皆さんが表彰を受けられればクラブとしても良
・奉仕活動優秀ロータリアン
い方向に向かっていけるのかなと感じてまいりまし
吉田立盛会員、伊藤会員、櫻田会員
た。
・ロータリー財団寄付優秀クラブ
ここにも今年のテーマ「ロータリーは世界をつな
第3位
ぐ」が掲げてありますが 8 月 3 日の IM に来ていただ
・ロータリー財団寄付優秀ロータリアン
いた他地区のガバナーの皆様、2580 地区のガバナー
◦新ポールハリスフェロー
で沖縄からいらした新本様、2660 地区ガバナーで大
大橋会員、清川会員、慶徳会員、高橋会員、西尾会員、 阪からいらした四宮様、2740 地区ガバナーで長崎県
西村会員、原会員、松田会員、吉田賢治会員、吉田
諫早市から来ていただいた千葉様、皆様ご夫婦で来
立盛会員、米内会員
ていただいておりました。2540 地区ガバナー秋田の
◦ベネファクター
嶋田様もお出ででした。本会議が始まる前にご挨拶
久保田会員、西村会員
に伺いましたところ、「この前の IM ではとても楽し
・米山記念奨学会寄付優秀ロータリアン
く過ごす事ができました、八戸南クラブの皆さんに
◦新米山功労者
もよろしくお伝えください」と、温かいお言葉をか
西村会員
けていただきました。8 月に皆さんと一緒に頑張っ
・長寿ロータリアン ( 満 80 歳 )
た苦労が報われたような気持になりました。

参加した人数は 10 人でしたが、こういった大会に
出ることによって八戸南クラブの代表ではもちろん
ありますが、2830 地区南グループの代表という形に
もなりますし、県内他地区の多くの皆さんと知り合
いになることができます。来賓としてお見えになっ
た他地区のガバナーの皆様ともお話ができたりと、
とても勉強になりましたし、楽しい思い出を作るこ
とができました。皆様も是非機会がありましたら、
次年度は八戸開催ですのでみんなで参加して、コ・
ホストクラブとして大会を盛り上げながら良い地区
大会にしたいと思いますので、皆様と一緒に頑張り
ましょう、よろしくお願いいたします。
《長嶺 PG》

ということはそういうことなのです。一番残念だっ
たのは RI 会長代理が自分のエイドについてくれた人
の人柄について、二日間じっくり見て、それを後で
RI 本部の会長に報告しますが、それができない。地
区の中のパストガバナーとか地区委員長レベルの方
で素晴らしい発表した方、少なくても 4 ～ 5 人は「こ
の人は将来素晴らしいリーダーになれる」と RI 会長
に推薦するのです。私も理事でしたから、別個に推
薦して、それが重なると、次の日本のゾーンのリー
ダーに選ばれていくわけです。そういうチャンスを
なくすことになります。青森県という小さい地区で
すけれども、次のリーダーを育てていくためには RI
会長代理を積極的に利用していくことも大事です。
この様ないろいろなことを知っておかないとミスに
もつながる。先程、長嶺さんもおっしゃったように
基本的な地区大会の在り方、一般会員も参加してい
る地区大会本会議で重要なことを皆さんに問う。そ
ういう基本的なことなどを私から見ると問題だなと
思うことがありました。また、私に「RI の現況」を
講演して欲しいと言われました。しかしそれは無理
です。どうしてかというと RI 会長代理には RI 本部
から最近の重要な細かいデータがいっぱい送られて
きます。会員のこと、財団のこと、背景にある新し
い流れ、変化したこと、そういう情報を基に RI 会長
代理は 1 ヵ月前から勉強し、最近の奉仕活動体験を
持って地区大会に来るので、そういうことを私たち
の地区は知らないことになってしまう。ですからそ
の意味では残念なことで、
一つのチャンスを見逃すこ
とになります。ガバナーに
は大変だと思いますが、こ
れらを「月信」などで少し
ずつ伝えていただきたいと
思います。

先程吉田会長も言っておりましたが、
今回の地区大会は RI 会長代理をお呼び
しませんでした。ガバナー公式訪問の時
にもお聞きしましたが、今までやってき
たことを少し変えたいというガバナーの
意向もあっての事でした。
私は今回の地区大会は決議委員長という立場で臨
ませていただいたのですが、地区大会での決議委員
会の発表は、
「大会決議案は昨日の会長・幹事会の中
で決議されましたので後で決議案に目を通しておい
てください」と発表するだけにして大会での時間短
縮にご協力くださいと地区幹事から言われました。
「ちょっと待って、地区大会の決議が、大会前に行わ
れた会長・幹事会で承認されましたからと言うだけ
で終わるなんて馬鹿な話はないだろう、ガバナーと
相談してみて」といったところ大会の中で決議をす
るということになりました。
変えていいことと変えてはいけないことがあるの
で、本質的に変えてはいけ
ないところは変えないとい
うように、しっかりと見極
めながらこれからのロータ
《伊藤幹事》
リー活動に参加していきた
表彰の方がたくさんいらっしゃったので時間が無
いと思いますので、皆さん
くなってしまいました、参加された皆さんには申し
もよろしくお願いします。
訳ありませんが機会がありましたら発表していただ
きたいと思います。
《黒田 PG》
幹事としての反省になりますが今回南クラブの参
長嶺さんがおっしゃったことと一緒
加者は 10 人で八戸市内 6 クラブの中で一番少ない参
ですが、今頂いた表彰状に「ロータリー
加でした、地区大会という貴重な機会に参加するチャ
の綱領」が載っています、もう「綱領」 ンスに皆さんへの声がけが少なく申し訳ありません
という言葉は数年前から日本では使わ
でした、次年度よろしくお願いいたします。
ない。「ロータリーの目的」に替わって
います。その内容も表現が変化してい
ます。今日もらった「ロータリーの友」の 6 ページ
にも「ロータリーの目的」とはっきりと書いてあり
ます。こういうミスを指摘できるのは RI 会長代理だ
けなのです。ロータリーはあまり厳しくしない、と
遠慮して皆さんは言いません。RI 会長代理が来ない

