
《ゲスト》

RID2830 南グループ AG

岩岡隆雄様 (八戸東 RC)

《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは。

会長要件に先立ちまして、静岡県熱

海市豪雨災害に関しまして、被災さ

れた皆様に心よりお見舞い申し上げ

ます。また、お亡くなりになられま

した方々に心よりお悔やみを申し上

げます。後ほど、幹事より報告があ

りますが、第 2620 地区（静岡・山梨）ガバナーより

各地区に支援のお願いがございました。つきまして

は、会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

　本日は、国際ロータリー第 2830 地区南グループガ

バナー補佐岩岡隆雄様をお招きし、7 月 29 日のガバ

ナー公式訪問の準備と各委員会の挨拶を兼ね合わせ

た例会です。後ほど、各委員長様には、今年度の活

動計画を踏まえて、挨拶をお願いしたいと思います。

ガバナーを迎えてのクラブ協議会の準備として位置

づけしていただければと思います。

　さて、今年度のクラブ方針は「家族で楽しめるロー

タリー活動をしよう」です。先週の土曜日に南部町

でさくらんぼ狩りをして、その後バーベキューを行

いました。参加者はご家族、職場の同僚の方、お子

さんあわせて 16 名でした。今回、私の職場の同僚と

お子さんにも来ていただいて、職場の懇親会のよう

な形で利用させていただきました。ロータリー活動

を行う上で、職場の理解、協力が大切だと思います

ので、機会があれば、家族、職場の方を巻き込んでロー

タリークラブについて知ってもらうのが得策かと思

います。今後、家族納涼例会や、フルーツ狩り、スポー

ツ大会を計画していますので、家族、職場、お友達誘っ

ていただいて、一緒にロータリーを楽しみましょう。

　来月行います長者山でラジオ体操を行うという早

朝例会は、学校の夏休み期間ですので、お子さん、

お孫さんを誘って参加していただきたいと思ってい

ます。

《本人誕生日》榊会員

　しばらくロータリーをさぼって

いました、自分の誕生日もすっかり

忘れていました。ボケがソロソロ

始まったのかなと思います。これ

以上進まないように頑張りたいと

思います、ありがとうございました。

《幹事報告》清川副幹事

・静岡熱海市の豪雨災害支援につい

てということで第 2620 地区ガバナー

の小林様より各地区へ支援のお願い

が届きました。それについて成田ガ

バナーから当クラブにも要請があり

ましたのでご協力お願いします。

・今月のロータリーレートは 1 ドル

111 円です。

・ロータリー文庫よりウエブサイト上の文献を見る

ための取扱説明書が届いております。パスワードと

かが必要になりますのでご利用になりたい方は事務

局までお願いします。

・2020-21 年度のインターアクト年次大会報告書が届

いております。

・ザ・ロータリアン英語版、長生園だよりが届いて

います。

・ガバナー公式訪問例会案内と地区財団セミナーの

案内が届いていると思いますが是非参加をお願いし

ます。

・遅くなりましたが年間プログラムと委員会編成表

を配布しています。プログラム確認の上例会参加を

お願いします。

・八戸市でもコロナのクラスターが発生しました、

皆様今一度の感染対策をお願いします。

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）

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　成田　秀治   ● 会長　西尾　和樹  ● 幹事　慶徳　拓也  ●コミュニケーション委員長　吉田　立盛

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/2020/

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は

免除会員 7 名を含む 23 名。出席

率は 79.3％です。

第 2179 回 例 会 記 録
《各委員長挨拶・ガバナー公式訪問準備例会》

（クラブ協議会）
2021 年 7 月 8日（木）

点鐘　12：30　レポート No.1611
大橋ＳＡＡ

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



つほどついておりましてそのくらいの気持ちをいた

だけたらと伝えてほしいということでしたので、今

月の末、成田ガバナーがおいでになった時にも大き

い懐でやっていただけると本人も喜んでいただける

かなと思いますので是非ご協力をお願いしたいと思

います。協力のついでと言っては何ですがもう一つ、

私もロータリー歴が浅いので近々の事であった中で

すとこのクラブの久保田さんがガバナー補佐を務め

られた時にロータリーデーを立派に開催していただ

いておりました。今年度も成田ガバナーはロータリー

デーに力を入れて外部に発信しましょうと、これは

RI 会長のメッセージの中にもあるかと思いますが

「ロータリー奉仕デー」というものに対して各クラブ

で取り組んでいただきたい、今年度の事業計画の中

では海洋汚染等で問題になっている廃プラスチック

など海洋汚染に影響するものをテーマにして海岸清

掃を全国もしくは世界で同時にやりませんかという

お声がけでございます。日程は 9 月 12 日の日曜日で

ございますが、海岸をメインにした清掃活動の呼び

かけをしているところですが、特に海岸に限らず山

もしくは河川であれ同時に行うということがロータ

リーの広報活動になりますので、皆さんの力をお借

りしてメディアを動かしてロータリー活動を発信す

る、ひいてはそれが会員の拡大につながるという事

まで流れとして「ロータリー奉仕デー」の基本的な

考え方があるようですので、趣旨をご理解いただい

てプログラムの中に入れられるようであればご協力

いただきたいということです。あとは南グループ 9

ロータリーの共同の企画は、先日新旧会長幹事会議

をさせて頂いたときに私共のクラブが幹事クラブを

仰せつかっておりましたので合同例会はこの 7 月の

時季には難しいだろうということでやる事は出来な

いという判断をしていますので下半期に IM をできれ

ばやりたいと、ワクチン接種が進んでいる中で年が

明けたところで判断をしながら IM の開催とそのあと

の懇親会、ここまでセットでやれたらいいかなとい

うことで、やることを前提に準備を進めております。

日程に関しては年が明けてからの 2 月 19 日の土曜日

を予定しています。これはうちのクラブの周年が 2

月 6 日なものですからここに合わせて周年事業を

やったりしておりましたので基本的にはこの時期を

我々としては使わせていただきたいということです。

今回は周年と掛け合わせるということではないです

が、この時期、下半期のスタートで IM をやらせてい

ただきたいというお願いでございます。そのほか私

の方から特に申し上げることはありません。皆さん

の各クラブがそれぞれに、色々な事業を計画してお

りますので、その中で私の役割の中では戦略計画の

地区の委員会に配属され何を勉強するのか私も年度

が始まったばかりですので、これからいろいろなこ

とを学ばせてもらいながら、そして各クラブが中・

長期的なクラブの活性化の中で計画があるというこ

とであればそれを伺いながら、ガバナーに報告が必

要であればさせて頂くし、私のクラブに持ち帰るも

のがあれば私としても勉強させていただきたいとお

伺いさせて頂いております。このあと来年の 6 月迄

時々お伺いすることになりますが、是非ご指導いた

だきたいと思っています、よろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》米内副委員長

ガバナー補佐岩岡隆雄様 :ニコニコ

西尾会長 : 岩岡ガバナー補佐、よう

　　　　こそいらっしゃいました。　

　　　　本日はよろしくお願いしま

　　　　す。

慶徳幹事 : 岩岡ガバナー補佐ようこ

　　　　そお越し下さいました。

伊藤会員 :岩岡ガバナー補佐ようこそ。

松田会員 : 岩岡ガバナー補佐ようこそいらっしゃい

　　　　ました。

清川会員 : 岩岡ガバナー補佐ようこそ、本日はよろ

　　　　しくお願い致します。

本人誕生日 :榊会員

《ロータリー財団委員会》吉田賢治委員長

　黒田会員より 1,000 ドルの年次寄付

を頂戴しました、ありがとうございま

した。

　7 月 31 日土曜日 1 時から 3 時半ま

でロータリー財団のセミナーがありま

す。いつもは青森市とかで行われ会長・

幹事と財団委員長が出席できますが今

回はズームでの開催になりますのでどなたでも参加

できます。内容は財団情報と 2021-22 年度地区補助

金プロジェクトと補助金分配について、各小委員会

委員長報告、地区補助金活用報告事例と質疑応答と

なっております。自宅や職場からも参加できますが

クラブではパークホテルに会場を用意しました。希

望者は 12 時から食事もできますので多数の参加をお

願いいたします。

《ゲストスピーチ》

RID2830 南グループ AG 岩岡隆雄様 (八戸東 RC)

　皆さんこんにちは、本日ご挨拶に

お伺いしました、今年度からガバナー

補佐を仰せつかっております八戸東

RC の岩岡隆雄です。私もこのクラブ

にお邪魔したのは久しぶりです、改

めてこういう役割をもって緊張しな

がら本日はご挨拶だけの予定で来て

おりましたので、ニコニコを沢山書いていただいて

いて何を期待されているか私自身が戸惑っていると

ころでございます。本日例会のプログラムをお伺い

したところ今月末のガバナー公式訪問の準備だとい

うことで私が成田ガバナーの代わりになるわけでは

ありませんで、9 ロータリー、同じ南グループの仲

間としてお話をさせて頂ければということでござい

ます。

　私の方からは三つほどお話をさせて頂くのですが、

一つは先程熱海災害の義援金のお話を幹事の方から

していただいたのですが今日は練習ということで、

今月の末にガバナーがお見えになったときに 1,000

円位ずつまた皆さんで出していただけたらガバナー

にも喜んでもらえるかなと、実は各クラブに配信し

た中には金額の明示がありませんでしたが、私に来

たメールには補足がありまして、あえて金額を明示

してありませんでしたがというところからゼロが三



《クラブ協議会・各委員長挨拶》

《出席・親睦活動委員会》中村委員長

　出席・親睦活動委員会の中村です、

委員会の活動計画を報告させていた

だきます。1、出席率 100％を目指し

ます、出席が出来ない場合はメー

キャップやオンライン出席を促進し

ます。2、例会出席率 100％が 10 年、

20 年、30 年、40 年に達した会員には

記念品を贈呈します。3、会員が例会や親睦活動に出

席しやすい雰囲気づくりと会員家族も一緒に参加す

る家族で楽しめるロータリー活動に勤めます。以上

になります、会員相互の親睦をより一層深めればと

思いますので皆様ご協力よろしくお願いします。

《コミュニケーション委員会》吉田立盛委員長

　コミュニケーション委員長を仰せつ

かりました吉田です。今年度は 4 つの

活動計画を立てております。まずは会

報の作成ということで会報を通じて地

域社会へ活動内容の周知、広報を行い

ます。二つ目としては公共イメージの

向上ということでクラブのホームペー

ジ と か Facebook ペ ー ジ を 使 っ て、又、地 区 の

Facebook ページにもクラブのページのリンクを貼っ

て活動内容を地域社会にもっと知ってもらうような

活動をしていきます。三つ目としてはマイロータリー

の登録とか活用促進ということで、スマホを使って

ロータリー活動を楽しもうというようなことやマイ

ロータリーの使い方などを説明できればと思ってい

ます。あとはクラブの ICT 化の促進ということで今

は事務局の赤穂さんの私物のパソコンを使っていま

すがクラブとしてモバイルライクのパソコンを購入

して、そのデータベースをクラウド上に置いてと

ちょっと難しい話でなんですが、みんなが書類とか

を紙ベースでなく簡単にダウンロードして使えるよ

うな ICT 化をしたいなと思っています。

《会員増強委員会》西村委員長

　会員増強委員会の西村です、本年

度の活動計画を申し上げます。まず

パンフレット等を刷新して勧誘方法

を工夫するというのをあげました。

これは既に伊藤さんに相談して皆さ

んにもお示ししたように新会員勧誘

用のパンフレットを作成中でござい

ます。それから入会候補者の情報収集と共有でこれ

は素早く察知して、言い方は変ですが他に先んじて

お話を進めないと中々会員増強にはつながりにくい

なと感じておりました。会員間の親睦、交流を深め

て退会者をなくする、これは先程西尾会長が会長要

件でもお話したように、今迄親睦は会員と会員家族

というのが多かったのですけれども、職場の方やご

近所の方にも声をかけて広めていけば、これもまた

会員増強に資するきっかけになると思いますので良

い提案だと思いました。会員数を何人増やすという

のは中々言えませんが純増に勤めたいと思っていま

す。

《職業奉仕委員会》伊藤委員長

　職業奉仕委員会は社会奉仕委員会

と協力して第 28 回のよろず相談会を

行いたいと思っています。もう一つ

は職場訪問例会ですが先週もお話し

しました通り、できれば来年 5 月頃

に山形さんの地ビール工場の見学を

計画し皆さんと一緒に訪問したいと

思っています。もう一つは四つのテストと四つの反

省の唱和で職業奉仕委員会はこの三つを中心にやっ

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。

《社会奉仕委員会》橋本委員長

　社会奉仕委員会の橋本と申します、

社会奉仕委員会では 10 月にはまべち

がわ水辺の楽校の河川の清掃活動を行

います。水辺の楽校では 10 月 17 日を

予定しており国土交通省と協議中でご

ざいます。年が明けて来年 2 月の第

28 回のよろず相談会に協力していき

たいと思っています。5 月には蕪島清掃を行います。

今年の 7 月に行いたいと考えていたことですが環境

緑化事業ということでどちらかに木を植えたいと

思っております。例年行われていた長生園の皆さん

を招待しての三社大祭の見物ですが皆様ご存知の通

り三社大祭が中止になったということでございます

ので、これから長生園さんの方と色々話をさせて頂

いて、どのようなことが出来るのかということを考

えていきたいと思っていますのでよろしくお願いし

ます。

《国際奉仕委員会》大澤委員長

　国際奉仕委員長の大澤でございま

す。前回お話したので同じ話になる

と思いますけれども、国際奉仕委員

会というのは姉妹クラブ交流と米山

奨学会を担当しております。それぞ

れ副委員長さんが付いておられます

ので、基本的には副委員長さんにお

任せをしたいと思っていますが私の方からも内容を

簡単にお話したいと思います。姉妹クラブ交流です

けれども、今年は一つの節目の年になって居りまし

て、大きなイベントとして再調印式があります。

　再調印式は 3 年ごとに行われ、それぞれ交互に行

き来するわけですけれども、今年度は南浦項を訪問

する年になって居ります。しかし、コロナのこうい

う状況ですので、はたして行けるかどうかわかりま

せんけれども、黒田先生のお話によりますと李 東均

さんが「大丈夫だ、大丈夫だ、もう収まっているから」

というふうにおっしゃっていたそうです。私たちも

しばらく行っていないのでそろそろ訪ねたいなと

思っているところです。もしそれが出来ないときは

どうするかということも一方で考えていかなければ

いけないと思っています。米山奨学会については目



ます。

《ロータリー財団委員会》吉田賢治委員長

　ロータリー財団委員会の吉田でご

ざいます、当委員会はロータリー財

団の活動内容の周知に努め、財団へ

の理解を深めてもらうよう努力する

ことが第一点、第二点として地区目

標である年次寄付 1 人 150 ドル以上

の達成、三つ目に地区目標であるポ

リオプラス 1 人 30 ドル以上の達成、第 4 に寄付ゼロ

会員ゼロを目指す、この 4 点で頑張っていきたいと

思いますので皆様よろしくお願いします。

《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長

　規定審議・戦略計画委員会の長嶺

です、よろしくお願いします。今年

度コロナの状況が許せば戦略計画委

員会を開催し、会員増強について会

長に諮問していきたい。2022 規定審

議会の情報を会員の皆様に提供して、

クラブ定款・細則等の改定に向けて

準備を進めていきたいと思っております。よろしく

お願いします。

標額というのがあるわけですけれども、最低限それ

を達成するように皆様にご協力をお願いしたいと

思っております。

《青少年奉仕委員会》久保田委員長

　青少年は例年通りでありますけれ

ども八戸高校インターアクトクラブ

に対する活動支援、先程も出ました

けれども蕪島清掃に八高インターア

クトクラブを招聘しての実施、それ

から担当例会に於いてインターアク

トクラブ会員から活動報告を受ける

ということと、八戸高校では八高祭というのを実施

しており例年ですとインターアクトクラブのブース

も設けられているので、そこに我々も訪問できるの

であれば訪問して活動の支援をしたいと思っており

ます。インターアクトの年次大会はオンライン化に

なる予定でございます。集まっての活動はないとい

うことで、各委員会の活動にも出てきましたけれど

も新型コロナウイルスの感染状況、蔓延状況とワク

チンの接種状況、我々は高齢者が多いので優先して

終わっている方もおられると思いますが、学校側の

意向を聞きながらやることが大切だと考えておりま

すので、その辺を踏まえた活動をしたいと思ってい
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