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/
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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

《会長要件》吉田会長
《出席報告》本多副委員長
皆さんこんにちは、今日は雨の中お
正会員数 36 名。本日の出席は免除
集まりいただき有難うございます。先
会員 7 名を含む 23 名。出席率は 66％
程のニュースで東北北部を除いて梅雨
です。前々回の例会は、オンライン例
入りしたと言っていましたが、先ほど
会でした。
八戸は東北の北なのにというくらい激
しい雨でした。夕方からは晴れるよう 《幹事報告》伊藤幹事
◦理事会報告
ですが車の運転にはお気をつけてください。
〇コロナウイルスに関連してＲＩ会長の
この様に会長要件をお話しさせていただくのも今
メッセージを受けて八戸南クラブとして
回と最終回、来週は記念式典での挨拶になりますが、
八戸市に寄付をすることになりました。
あっという間の一年間でした。
皆様からの寄付とニコニコを合わせてコ
後半はコロナの影響で皆さんとも中々会うことが
ロナ対策に使ってもらうための寄付とな
出来ず、どのように例会を進めればいいのか 1 人で
りますのでご協力お願い致します。
悩んだこともありました。そんな中、皆さんのご協
◦21 日の 45 周年式典と慰労例会の進行について説明。
力でオンライン例会も出来ましたし、皆さんとＦＡ
◦ロータリーバーチャル国際大会についての説明。
Ｘでやり取りしたりしながら色々なお話を聞くこと
が出来良い経験になりました。ありがとうございま
《ニコニコボックス》慶徳委員
した。
吉田会長 : 委員長の皆様 1 年間ありがと
今日は委員長の皆さんから活動報告をしていただ
うございました。今日の委員会
きます、委員会活動の一年間の成果等お話しいただ
報告よろしくお願いします。
きたいと思います。よろしくお願いいたします。
伊藤幹事 : 各委員会報告、委員長の皆様
よろしくお願いします。
《ＰＥＴＳ受講証伝達》
米内会員 :1 年間ご協力ありがとうござ
いました。
本人誕生日 : 黒田会員
配偶者誕生日 : 松橋会員
結婚記念日 : 黒田会員

松田会長エレクト
《本人誕生日》黒田会員
誕生日で 82 歳になり
ました、皆さんありがと
うございました。たまに
は産業医として医療の仕
事もしますけれども、ほ
とんどのんびりしています。

《国際奉仕委員会》大橋委員長
先週米山の寄付をお願い致しました
ところ本日、伊藤会員、田守会員、西
村会員 と私か ら の寄付が ありました。
米山奨学生を受け入れることが出来る
のも皆 様のお か げだと思 っています。
どうもありがとうございました。まだ
まだ受け付けておりますのでよろしくお願いいたし
ます。

会員に参加していただき、成功だったなと思ってい
《各委員会報告》
ます。あと一つはよろず相談です。これは皆さんに
《出席・親睦活動委員会》熊谷委員長
ご協力いただき、特に相談員になっていただいた方々
今年度は当初の活動方針に基づいて委
にはとても協力していただきました。今年は予約も
員会総力を挙げて活動させて頂きまし
多かったし、当日の申し込みもあり例年より少し多
た。出席の方は副委員長の本田さん、そ
くの方が相談においでになりました。これはやはり
して前委員長の原さんにお手伝いいただ
きました。ニコニコボックスは慶徳委員、 これからも続けていかなければならないことだと思
いました。
100％に近い出席率でした。担当例会で
は本多副委員長と慶徳委員からも発表していただき
ました。親睦活動は、納涼家族例会、南風会ゴルフ 《社会奉仕委員会》原委員長
社会奉仕委員会の今年の活動は 8 月 1
コンペ、新会員歓迎例会、秋のスポーツ例会、夜例会、
クリスマス家族例会と色々取り混ぜて行いました。 日、三社大祭に老人福祉施設長生園の皆
様をご招待して一緒にお祭りを鑑賞しま
前半はいい感じでしたが後半は残念ながらコロナ騒
動で思うように活動できなかったのが心残りです。 した。6 月 7 日、例年は青少年奉仕委員
会と協力して八戸高校インターアクトク
その辺は次年度の本多委員長に引き継ぎますので皆
ラブと一緒に行う予定でしたが今年はコ
さん楽しみにしてください。
ロナウイルスの関係で、会員と会員家族合わせて 23
名で蕪島海岸清掃を行いました。沢山の方に参加し
《コミュニケーション委員会》小原委員長
ていただきありがとうございました。
コミュニケーション委員会は 4 本柱
がありますのでそれに沿って報告いた
《国際奉仕委員会》大橋委員長
します。一つは会報についてです。委
国際奉仕は年度の最初の方に大きな行
員会としては例会の時に写真撮影を行
事があり韓国へ行ってまいりました。そ
いましたけれども、私も休みが多かっ
の時に感じたことは私が今まで感じてい
たので他の委員の方々にも色々とご協
た韓国の方との関係を大きく変えるもの
力いただきました。会報の作成については従来通り
でした。韓国の方が日本にいらしている
伊藤会員に全面的にお世話になりました。公共イメー
ときもすごくお酒を飲む方たちだなとい
ジの向上についてですが、8 月の三社大祭へ長生園
うことぐらいしか感じていなかったのですが、韓国
の方々のご招待と 2 月のよろず相談の 2 回デーリー
へ行って認識が一変しました。歓迎を受けるという
東北新聞社に取材依頼を行い記事として掲載頂きま
のはこういうことなのかというくらい歓迎していた
した。よろず相談については従来と同様「広報はち
だき、その時に買っていただいたスーツケースは大
のへ」の市民伝言板への掲載、デーリー東北のクリッ
事に使っています。韓国訪問はとても有意義で私の
プ欄に掲載を依頼して相談者を募りました。このほ
かＢｅＦＭについては久保田会員にご協力いただき、 韓国に対する認識を変えてくれた一年でした。今年
も訪問できるのであれば是非行きたいと思っていま
吉田会長が出演されました。雑誌については、ロー
す。
タリーの友編集部から寄稿の依頼があり「ロータリー
の友」2019 年 11 月号 15 ページに八戸高校インター
アクトクラブの蕪島海岸清掃奉仕の記事が掲載され 《ロータリー財団》西尾委員長
今年度は前年度の石橋会員の協力の下
ました。又、当地区や当クラブに関係の深い記事が
皆様にご協力いただきました、ありがと
掲載されたときは例会で「ロータリーの友」の記事
うございます。報告ですが例年通り地区
を紹介するよう努めました。4 番目のＩＴ関係では 3
の財団セミナーへ参加し、地区補助金を
月 5 日の担当例会で地区イメージ向上委員会委員の
活用して当クラブで行っているよろず相
吉田立盛会員にＭｙRotary や Facebook 等 IT 関係の
談の報告をしてきました。担当例会では
卓話をやっていただきました。又、新型コロナウイ
ロータリーの友の資料を使いまして寄付の種類、使
ルスの関係で当クラブは地区の先頭を切って Zoom を
われ方、認証についてご説明させていただきました。
利用したオンライン例会をスタートさせました。吉
7 月 25 日に東京で開催された元 RI 会長ゲーリー・
田会長、伊藤幹事、吉田立盛会員、事務局の赤穂さ
CK・ホァン管理委員長と懇談の集いに参加して参り
んのご努力に対して深く感謝申し上げます。
ましたのでその報告をさせていただきました。今年
度は MD レベル 1 に石橋会員、MD レベル 2 に長嶺会員、
《職業奉仕委員会》米内委員長
MPF に石橋会員と西村会員、大口寄付を黒田会員、
職業奉仕では例年通り三つの事を行い
長嶺会員より頂いております。地区目標に対する現
ました。一つは四つのテストと四つの反
状ですが、地区目標の一人当たり年次寄付 150 ドル
省の唱和です。四つのテストは国歌斉唱
以上は目標を達成しておりますがポリオプラス一人
の後行うことで例会自体がキリっと締ま
当たり 30 ドルに対して 700 ドル不足しています。今
るような感じがして、私自身がそうなの
日を含めて 3 回ほど例会がありますので例会に参加
かもしれませんが非常に良かったと思っ
されている会員おひとり 3,000 円位寄付をしていた
ています。もう一つは職場訪問です、1 月に田守さ
だければ目標を達成できるかなと思っています。今
んの五戸のお店へ伺いました。工夫していただいた
年度は上期にマローニー会長がいらしたときにも寄
お昼を出していただき、通常の例会のように多くの

付をしていただきましたが、下半期はあまり活動が
出来ませんでした。皆様の寄付実績は個別で聞いて
いただければわかりますのでご協力をお願い致しま
す。
《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長
今年度の最大の目標が八戸南ロータリークラブ定
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款・細則の改訂版を皆様に配布すること
でした。こちらに関しましては皆様の協
力を得まして無事印刷して皆様のお手元
にお届けできました。戦略委員会は諸般
の事情により定款・細則以外の開催が出
来ず積み残しになりましたので次年度の
委員長に引き継ぎたいと思います。
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6 月 7 日、今年はコロナウイルスの影響で八戸高校インターアクトクラブの皆さんの参加はありませんでし
たが、会員、家族 23 名で蕪島海岸清掃を行いました。清掃終了後は新しくなった蕪嶋神社にお参りし、その
後美味しいお弁当をいただきました。参加の皆さんお疲れさまでした。
（社会奉仕委員長 原 久美）

