
《会長要件》松田会長

　こんにちは、今日は暑いですから熱

中症に気をつけて頂きたいです。先日 5

日の日に第 27 回よろず相談を無事終わ

らせることが出来ました。11 時頃から

5 時頃までみんな頑張って下さいまし

た。相談にいらした方々の顔を拝見す

ると心配事があっていらしたなというのがすぐわか

るような方もいらっしゃいましたが、帰る時には元

気になって、相談に来てよかったと喜んで帰る方も

いらっしゃいました。よろず相談は南ロータリーク

ラブの奉仕活動の中心ではないかと思いました。来

年度の第 28 回よろず相談はもっと良い活動になるよ

うにお願いいたします。

《本人誕生日》松田会長

　6 月 8 日が誕生日で 78

になりました。今まで生

きてきたのが不思議なく

らいいろんなことをして

きましたが、神様仏様が

生かしてくれたと感謝しています。あと 2 年頑張れ

たら懺悔の気持ちで全国の寺社仏閣を回るのが夢で

す。その際は 2 年や 3 年はいなくなります、どこか

で野垂死にするかもしれません、そのくらいの気持

ちで行かないと無理だと思っています。「フーテンの

寅」が好きで娘に「さくら」とつけたくらいですから、

最後はどこかで野垂死にするのが一番かっこいい男

の美学だと思っています。勝手なことばかり言いま

したがよろしくお願いいたします。

《大澤会員》

　 6 月 15 日が来ますと

満 73 歳になります。今年

も去年もコロナに大事な

時間をかじり取られた思

いがしておりますので、

終息したら充実した余生を送りたいと思っています。

皆さん、頑張って乗り越えましょう。

《黒田会員》

　83 歳になります、そ

ろそろロータリーの方は

ほどほどにして生活習慣

を見直して、歩いたり、

趣味を見直したり、食事

を見直したりという方に重点を向けていきたいと思

います。これからもよろしくお願いいたします。

《配偶者誕生日》

長嶺会員　　　　伊藤会員　　　　橋本修会員

《幹事報告》石橋幹事

・例会終了後に委員会の引継ぎを行いま

す。この会場は使えませんのでエメラ

ルドかラウンジでお願いします。

・次年度のテーマネクタイの注文と会員

名簿の確認を回覧しています。

・来週の年度末慰労例会の出欠確認を

行っています。

・日本のロータリー 100 年史の注文を取っています。

別冊に日本のロータリーの発展に寄与したロータリ

アン 100 人の功績を写真と併せて掲載しています。

当地区からは黒田元 RI 理事と弘前アップル RC の関

場 PG が載っております。

・今月のロータリレートは 1ドル 109 円です。

 

2020-21 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
ＲＩ会長　ホルガ―・クナーク（ROTARY  OPENS  OPPORTUNITIES）

八戸南ロータリークラブ会報
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   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/2020/

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
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　正会員数 35 名。本日の出席は免除

会員 6 名を含む 22 名。出席率は

68.8％です。

《出席報告》松橋委員長

橋本修職業奉仕委員長



あります。

　そのほか主たるイベント等の市の広報への依頼だ

とか、先日松田会長が出演したラジオへの広報のお

手伝いとかを行いましたが、沢山活動ができなかっ

たのが残念でした

《職業奉仕委員会》橋本修委員長

　職業奉仕ということで毎年やっている

よろず相談は、本来 2 月に行っていたの

がコロナで出来ませんでしたが何とか 6

月にやることが出来良かったなと思って

います。今回初めてホテルでやったので

すが雰囲気的にも皆さんも緊張しないで

いらっしゃられ、ゆったりした形で出来たのではと

思っています。相談員の先生方には色々とお世話に

なりました。

　職場訪問例会は八戸市の清掃工場見学を計画して

いましたが感染症の状況によりどうしても出来ない

ということになりましたが引き続き次年度にやって

いただければと思っています。担当で四つのテスト

をさせて頂きましたが本当に唱和どおりの事が出来

たのかどうか、恥ずかしいと思いながらも四つのテ

ストを勉強していきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。

《社会奉仕委員会》下田委員長

　8 月 1 日の八戸三社大祭がコロナ禍に

より中止になったため「老人福祉施設長

生園」の招待に替わりコロナ禍により大

変苦労している同じ八戸市福祉事業団運

営の「児童福祉施設小菊荘」の子ども達

25 名、母子家族 15 に対してクリスマス

プレゼントとしてお菓子の詰め合わせとお米をそれ

ぞれに贈呈し大変感謝されました。

　5月1日の蕪島海岸清掃はコロナ禍で八高インター

アクトクラブは不参加となり単独で実施しました。

参加会員は家族も含め 20 名でした。

　職業奉仕委員会と協力し「よろず相談」を 2 月 20

日の予定を変更し 6 月 5 日に八戸パークホテルで実

施しました。事前予約 13 組で相続等法律相談 9 件、

健康・医療相談、税理相談、家族相談等多岐にわた

り相談員の方々の努力、協力により市民の方々に大

変感謝されました。

　令和 2 年 10 月 25 日には「NPO 法人水辺の楽校ま

べち」主催の「まべち川環境学習会 2020」に参加、

まべち大堰付近のゴミ拾い、魚道視察と国交省河川

事務所にて環境問題についてショートレクチャーを

受けました。会員家族合わせて 6名参加しました。

《青少年奉仕委員会》清川委員長

　今年度は非常につらい 1 年というかコ

ロナ禍の中で何もできなかったというの

が正直な気持ちです。無理してお願いす

ることもできたのかもしれませんが、担

当の先生が保健の先生ということもあ

り、万が一でもあれば大変迷惑をかける

と思い、しかも八戸ナンバーの事件とか色々ありま

したので、そこを踏まえてやってきましたが、5 月 1

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 : よろず相談お疲れさまでし

　　　　た。各委員会の委員長さん今

　　　　日はよろしくお願いいたします。

石橋幹事 : よろず相談参加の皆様ご苦

　　　　労様です。各委員長さん今日

　　　　はよろしく。

本人誕生日 :黒田会員、大澤会員

配偶者誕生日 :長嶺会員、伊藤会員

結婚記念日 :清川会員

《お知らせ》清川副会計

　地区より地区資金免除申請書が届い

ています、新型コロナウイルス感染症

拡大による影響で大変な方の地区資金

を免除するということで上期と下期に

分かれており今回は上期の 12,500 円

免除の申請になります。地区の申請期間は 7 月 15 日

迄ですがクラブとしては 6 月中にお願いしたいと

思っています。用紙は事務局にありますのでよろし

くお願いいたします。

《ロータリー財団委員会》伊藤委員長

　本日ポリオプラスに西村会員、橋本修

会員、中村会員より寄付を頂戴しました。

お陰様で今年度のポリオプラスの目標額

を達成することが出来ました。皆様の御

協力本当にありがとうございました。

《年度末各委員会報告》

《出席・親睦活動委員会》松橋委員長

　今年度の大きな行事としてはパークゴ

ルフ、雨の中皆さんに参加していただき

ました。クリスマス家族例会も何とか開

催することが出来、コロナ禍の中ではあ

りましたが市内のクラブの中では活動で

きた方ではないかと思っています。1 月

から 3 月迄の休会はありましたけれどもそのほかは

例会を開催することが出来、出席・親睦委員会とし

ても、又八戸パークホテルとしても有難い年度だっ

たと思っています。

《コミュニケーション委員会》久保田委員長

　先ほどのお話にもありましたが例会

の休会等がございまして、ロータリー

の友の記事の紹介が出来ませんでした

ので、皆さんのレターボックスに 1 年

間分のロータリーの友に載っている地

区の関連記事を列挙して一覧表にして

あります。記事をコピーして載せようかとも思いま

したが著作権の関連があるので出来ませんでした。

何月号の何ページにこういうのが載っていますよと、

例えば 7 月号の横組み 25 ページには源新ガバナーの

メッセージだとかと書いたものが入っています。皆

さんは当クラブのホームページをご覧になっている

と思いますが閲覧できない方のためにホームページ

の主たるページ、当然松田会長の挨拶も含まれてい

ますが印刷したものも全員ではありませんが入れて



日の蕪島清掃には是非参加したいということで外だ

から大丈夫でしょうということだったのですが、と

うとうそれも出来なくなってしまうという結果に

なってしまいました。委員長としてどうだったかと

言われるとなんとも言えませんが大変申し訳なく

思っています。以上で報告を終わります。

《ロータリー財団委員会》伊藤委員長

　11 月 19 日の担当例会に於いてロータ

リー財団に対する理解を深めてもらうた

めに動画とかの資料を見て頂きながら卓

話を行いました。RI から届く財団関係

のメールを都度都度紹介しながら寄付の

お願いをした結果、皆様の御協力により

地区目標の年次寄付 1 人 150 ドル以上、ポリオプラ

ス 1 人 30 ドル以上、どちらも達成することが出来ま

した。もう一つ目標にしておりました寄付ゼロ会員

をゼロにするはいろいろと頑張りましたが力不足で

達成することは出来ませんでした。ご協力ありがと

うございました。

《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長

　今年度は 4 月 15 日の担当例会に於い

て「ロータリー未来形成」についての概

略と RI 理事会の議事録等を参考にしな

がらその背景について報告いたしまし

た。5 月 27 日に戦略委員会を開きまし

て会員増強について話し合いをしまし

た。

　時間がありますので内容をお知らせしたいと思い

ます。当クラブの会員の年齢構成について調べてみ

たところ 70 歳以上の会員が 6 割いらっしゃいます、

70 歳以上の会員が 6 割ということはあと 10 年もす

ると 6割の会員が自然に卒業していくと思われます。

60 代以下の会員が 4 割ということはあと 10 年もす

れば今のままでは会員が 14 人になり、この 10 年で

何とかしないと大変な事になってしまいますので、

皆さんで危機感を持ちながら会員増強に力を尽くし

ていただかなければいけないということで会議を開

きました。若い会員の入会を推進するためにマイロー

タリーから「クラブで実行できる 10 のアイデア」と

いうのがありましたのでそれをたたき台にしながら

会議を進めました。第 1 が「伝統を見直す」という

ことで多くの会員が不要だと思っているようなこと

でも伝統だからという理由だけでやっている習慣と

か慣習がないか話し合ったところ、若い会員の中に

は拒否反応を起こしていることもあるみたいで、伝

統だからやっているという慣習を見直してもいいの

ではないかという意見もありました。ロータリーの

話をする時にロータリーの事が分からない方や入り

たての方にロータリー用語で話してもロータリーの

事は伝わらないので、ロータリー用語をなるべくか

み砕いた形で理解しやすいように伝えた方がロータ

リーの事が伝わるのではないか、あとは身構えない

でソーシャルメディアを活用していこうとか、会費

を下げる、出席率を和らげるとか、会員同士の個人

的な関わりを大切にする、マンネリ化した例会等を

見直す、刺激的な例会にする、スマホ等で繋がって

いくとかという 10 のアイデアが載っていたのです

が、うちのクラブは大体この 10 のアイデアはクリア

していると思われました。通常の例会等でほとんど

やっていることで、クラブとしてはそういった受け

入れ態勢が出来ているので、あとは一人一人が自覚

をもって会員増強に励んで増強していくということ

が重要だということになりました。我々ができるこ

とはやっているので会員一人一人の自覚と新会員の

勧誘にはタイミングも重要で声をかけているのだけ

れど中々入会につながらない事が多いですが粘り強

くやっていくしかないということで、受け入れ態勢

を充実させながらみんなで会員増強を頑張っていこ

うということで会議は終了しました。

　これで今年度の規定審議・戦略計画委員会の活動

は終了いたします、どうもありがとうございました。
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