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５月

青少年奉仕月間

第 2360 回例会

会長要件

山内一晃会長
令和最初の会長要件です。
まずゴールデンウィー
クは如何だったでしょうか。私は、
前半はエラの引っ
越しと地区研修協議会に出て、中間は退位と即位
をテレビで見ていました。退位は202年ぶりだそうです。な
ので即位は見る機会があるかもしれませんが退位はもう見る
ことが無いのではと見ていました。後半は家族サービスで津
軽・むつの方に連れて行って、無事ゴールデンウィークは終
了しました。５月２日、気になって会社に行ってみたら、社員
も２,３人出てまして、日本人は長い休みに不慣れで不安に
なるんでしょうね。４月27日にエラが最後のホストファミリー
のサイガミさんのところに移りまして、モダンな家でエラも喜
んでいるようでした。４月28日は青森の地区研修協議会に出
席して来ました。出席された方はご苦労様でした。
最後にニューハンプシャー州に派遣している玉川音葉さん
からマンスリーレポートが来ていましたのでご紹介します。総
合評価５。健康状態５：４月の最初のあたりはとても暖かい日
が続いており半袖で過ごすくらい暖かかったのですが、下旬
になるとどんどん気温が下がっていき、最近はとても寒い日
が続いています。学校でも風邪をひいている人がとても多い
です。私は４月に風邪を引くことも無く健康に過ごすことがで
きました。ただ花粉症のせいで鼻水は一向にとまる気配がな
かった。学校の状況５：あと１ヶ月と少しで夏休みに入る為、
授業ではファイナルプロジェクトを進めています。どの教科に
も最後のテストがあり進級できるかどうかを決めるテストです
が音葉さんは関係のないテストなのでお気楽だったらしいで
す。低い点数をとりたくないので頑張りました。数学の授業は
だんだん難易度が高くなって頭が痛いですが、
ウルスラに帰っ
たら数学の授業がないので、たぶん人生最後の数学を楽しみ
たいです。来週は学校のプロムがありますが、私はロータリー
のカンファレンスとかぶっているため行けなくなりました。今月
はそれが一番ショックでした。ホストファミリーとの関係：６月
の私が帰国するまで今のホストファミリーです。ホストシスター
に日本語を教えています。その他の近況報告：もう５月になり
残り53日になりました。本当にこの９ヶ月間が早く感じて自分で
もびっくりしています。５月も何かと忙しいのであっという間に
すぎそうです。残りの留学でもう少し英語を頑張ったら夏休
みはアメリカの友達と思いっきり遊んで日焼けしたいです。
ちなみにエラも６月10,11日あたりに帰国です。皆さんと会え
るのもあと数回です。今月の夜間例会はお別れ会も兼ねて行
いたいと思っておりますので皆さん参加宜しくお願い致します。

ゲストの紹介
イザベラ・マロニーさん

ビジターの紹介
八戸中央ＲＣ

小林

肇君

ご結婚祝い

伊藤文也会員

平野

薫会員

誕生日祝い

奥寺良之会員

2019.5.7

６月８日㈯、十和田カントリーで予定しておりますので皆さ
んご参加よろしくお願いします。

・ＲＩテーマ
点鐘
・国歌斉唱
・ロータリーソング
・４つのテスト

奥寺良之会員

会報

SAA ● 神山智子

司会：神山智子ＳＡＡ

交換留学生
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北山輝夫会員

エラさんにお小遣い
皆さんこんにちは。平成から令和になりまし
た。交換留学生で最初ですね。おめでとうござ
います。ゴールデンウィークの間、東京まで行
きまして、メッチャ楽しんで風邪ひいた。原宿、新宿、色ん
なところに行ってすごく楽しんで風邪ひきました。田植えに
行きましたけど大雨でできなかった。その時レモンの木が
あって、レモンとったり色んな楽しいことしたけど、雨降って
残念だったけど、次のホストファミリーまでいって三日間田植
えします。本当の田植え、それを楽しみにしています。
次にくる留学生の女の子と話しました。彼女はもうビーガン
ではない。心配しなくても大丈夫。もう一ヶ月でお家帰ります。
本当に感謝しています。
皆手伝ってくれてありがとうございます。

知床会

吉田悦子会員
４月24日㈬、晴天の中、八戸カントリークラブ
で無事第１回目を終えることが出来ました。栄え
ある１回目の優勝者は櫻井会員でした。２回目は
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幹事報告

佐々木悦郎幹事
◎女性会員のつどいのご案内
６月２日㈰ 青森国際ホテル
◎５月14日職場訪問例会の駐車場について
正門入って右側、来客用駐車場
◎ＲＹＬＡ受講生募集
５月18,19日 青森市国際交流ハウス
（ロータリアンのサポートが欲しい）
◎八戸市緑化大会のご案内
５月23日㈭ 14：00 〜 八戸グランドホテル
◎ガバナー年度に向けて
「手続き要覧」
「ロータリー章典」
の一括購入。希望者は○をお願いします。
◎５月のロータリーレート 112円
◎今年度・次年度の各委員長さんに活動報告・計画のＦＡＸ
を送りますので記入して幹事までご返信ください。
◎青森モーニングＲＣから創立30周年記念行事参加のお礼状
◎つがるＲＣから創立30周年式典参加のお礼状
◎五所川原ＲＣから創立60周年開催のお礼状
◎沼田ガバナーエレクトより２／ 24地区研修セミナー、
３／ 23,24ＰＥＴＳ、４／ 28地区研修協議会のお礼状

頼に来ました。よろしくお願い致します。
八戸北ＲＣ
北山輝夫会員：誕生祝ありがとうございます。
奥寺良之会員：誕生祝、
結婚祝、
ありがとうございます。
伊藤文也会員：結婚祝、ありがとうございます。
平野 薫会員：お祝いありがとうございます。
櫻井研司会員：知床会ゴルフコンペで平成最後に優勝さ
せてもらいましてありがとうございました。
横町芳隆会員：令和改元おめでとうございます。
音喜多泉会員：令和もよろしくお願いします！
米山記念奨学金
佐々木悦郎幹事：
源新育子会員：
澤口忠彦会員：
平野榮子会員：よろしくお願いします。
神山智子会員：
ポリオ・プラス
源新育子会員：
平野榮子会員：

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

南グループＩＭのご案内

お知らせ

次年度ＩＭ実行委員長 小林 肇様
次年度ＩＭへの参加の依頼と当日発表者の件で
メーキャップさせて頂きました。依頼文を読ませて
頂きます。2019-20年度南グループＩＭフォーラムについてのお
願い。南グループの各クラブにはすでに８月３日開催のＩＭ案内
状が届いていることと思います。マーク・マローニ2019-20年度
ＲＩ会長による特別講演に続いてのＩＭフォーラムでは黒田正
宏がフォーラムコーディネーターを担当することになりました。
ロータリー用語が使用されるため同時通訳は一般のプロの方
でも困難です。また経費の関係や時間制限もありフォーラムで
は同時通訳をやめ、発表者の日本語原稿を黒田正宏が前もっ
て英語に翻訳し、
ＲＩ会長に渡して説明しておくことにしました。
また、フォーラムでの発表者は八戸ローターアクトを含めると
10名と多いので個人の発表時間が短くなります。そこで各発表
者の内容が重複しないように私達の方で調整させて頂きまし
た。どうかご協力下さるようお願い致します。内容については、
発表者は次年度地区ポリオ対策委員長である川﨑益美さんに
お願いしたいと思います。発表時間は一人４分以内、発表順
は７番目になります。発表内容は原稿用紙３枚
（タイトル、名前
を含む）
。スライドを３枚。内容は他クラブと重複しないように、
出来たら地区ポリオ対策委員長として当地区や南グループのポ
リオ撲滅活動参加や広報などについて説明して下さい。当地
区の関場パストガバナーのリーダーシップにより南グループの
ロータリアンやローターアクトのインドでのワクチン投与に参加
した経験もよいと思います。また今回の八戸中央ＲＣのように
クラブ周年記念に併せてポリオ撲滅活動への寄付や、前向き
にこれからの活動のあり方を提案して下されば助かります。
フォーラム担当者打合せは５月18日３時から八戸グラ
ンドホテル10Ｆです。川﨑さんお願いします。
全世界で120万以上のロータリアンがおりますけれども、
そのトップであるＲＩ会長が自らこの八戸でのＩＭに参加し
たいとのことで来八致します。私達はベストを尽くして準備
致します。どうぞ沢山のご参加をお願い致します。

親睦委員会

61.5％
68.6％

５月27日の夜間例会は統一館で焼き肉ですのでカジュア
ルな服装でご参加ください。出欠記入もお願いします。

地区研修協議会報告
会長・幹事・会計部会
山内一晃会長
大まかに本会議がありまして、基調講演「クラブの
発展」2520地区の菅原パストガバナー、パネルディス
カッション「クラブを成長させよう」コーディネーターは鈴木パ
ストガバナー、そして分科会がありまして、特別講演「ポリオ撲
滅活動の未来」関場パストガバナー。次期会長幹事会計部会
では特段なくアナウンサーの方から上手な話し方を学びました。

青少年奉仕部門

佐々木悦郎幹事

青少年奉仕部門、インターアクト委員会、ローター
アクト委員会、ＲＹＬＡ委員会、危機管理の５部門の
報告がありました。青少年交換委員会からは過去多いときは１０
名ぐらいの留学生が青森県にきていたようで１９年度は１名と少な
く寂しい状況だと細川委員長が仰っていました。インターアクト
委員会からはインターアクトの翼を再会したいのでご協力お願い
しますということでした。ローターアクト委員会、田中委員長から
は１８歳から３０歳までの社会人のスキル、リーダーシップを磨く会
なので会員増強に繋げるためにもローターアクトから会員への流
れを作っていきたいということでした。ＲＹＬＡ委員会もリーダー
シップを学ぶ会ですので興味を持って頂くようにお願いしますと
いうことでした。アドバイザーの村井パストガバナーからは危機
管理のお話で、ＳＮＳの炎上対策や飲酒の問題などの事例を
報告して頂きました。北山パストガバナーからはインターアクトの
翼、短期留学のパターンもあり、留学した子供は別人になって
帰ってくるので、ぜひご協力お願いしますということでした。

管理運営部門

小金平育男会員

各クラブの方の意見を参考に出来るかなと聞いて
いました。退会者の予防について辞める理由が高齢
という方が多いということで抵抗できないのではと思いました。
幽霊会員をどうしたらいいか等、結論の出ないようなもので各
クラブそれぞれ考えるしかないのではと思いました。クラブ運
営で活動を活発にするための集まり方を考えていて、クラブの
中に愛好会があって愛好会で集まるというクラブもありました。

音喜多泉会員

ニコニコ BOX
八戸中央ＲＣ
小林 肇様：８月３日㈯、南グループＩＭの出席依

点鐘
（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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