HACHINOHE-NORTH ROTARY CLUB BULLETIN ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830
2017−2018年度
R I 会長

イアン H.S. ライズリー
R Iテーマ

ROTARY: MAKING A DIFFERENCE

国際ロータリー第2830地区

八戸北ロータリークラブ
ガバナー ● 佐々木千佳子

会長 ● 小金平育男

幹事 ● 久保隆明
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行くのではないかなという思いがしました。どうぞこれか
らも女性会員の方にはどんどん入って頂いて会を盛り上
げて頂きたいものだなというふうに思ったところでした。
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・ロータリーソング
・クラブソング
・４つのテスト

幹事報告

久保隆明幹事
◎地区青少年交換委員長奥谷さんから第５回オリエ
ンテーションのご案内
６月３０日㈯ １３：００〜 八戸プラザホテル
◎２０１７−１８年度各種表彰推薦のお願い
◎三沢ロータリークラブから第５３回バッカス奨学基
金カンパゴルフ大会のご案内
７月２９日㈰ ６：００ きざん三沢 出発
三沢米軍基地内ゴッサーゴルフコース
◎「マチニワ」グランドオープニングセレモニーご
招待のお知らせ
７月２１日㈯ １０：００〜１０：３０

ビジターの紹介
貝瀬

俊治君

誕生日祝い
久保

SAA ● 大崎光明

ロータリー親睦活動月間

司会：吉田悦子副ＳＡＡ

八戸東ＲＣ
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医 八戸東ＲＣ
医
医 貝瀬俊治会員：早退失礼致します。
医
医 八戸北ＲＣ
医
医 久保隆明幹事：誕生祝いありがとうございます。４２ 医
医 才になりました。
医
医 横町芳隆会員：結婚祝ありがとうございます。
医
医 澤口忠彦会員：結婚祝ありがとうございます。４７年 医
医 目になります。
医
医 児玉禎之会員：お祝ありがとうございます。
医
小澤一雅会員：結婚祝いありがとうございます。
医 石橋十四男会員：誕生日祝いありがとうございます。 医
医 大石 源会員：お祝いありがとうございます。
医
医 米山記念奨学会
医
医 久保隆明幹事：
医
医 大沼 衛会員：早退します。
医
医 源新和彦会員：
医
医 神山智子会員：
医
医 平野榮子会員：
医
医 ポリオ・プラス
医
医 神山智子会員：
医
医 平野榮子会員：
医
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会長要件

小金平育男会長
まずはグレニスさんが日曜日に無事に帰って非常
に良かったなと思っております。グレニスさんについて
は皆さん「いい子だった」と、ものすごく評判のいい子
だったなと思います。それからお見送り等行ってくださ
いました皆さん、本当にご苦労様でございます。それ
からグレニスを受け入れて頂いた四家族の方、本当に
ご苦労様でした。頭の下がる思いでございます。
話は変わって、
この前またちょっとしたニュースが目に
留まりました。帝国データバンクが調べた青森県の女性
社長率が全国トップなんですね。女性社長が多いという
ことで親族から引き次ぐことが多いらしいです。その中
でも特に、頑張り屋だとか、強い意志を持っているという
ことで、長続きしてそういう形で非常に増えて行ってい
るということなんですね。これは北ロータリーでも女性が
増えて来ていますし、女性のパワーというのをこれからも
どんどん活用するという言い方は悪いでしょうけれども、
色んな場面でお手伝いしてもらえば色々幅が広がって
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第１回女性ロータリアン研修会

源新育子会員
１０日の日曜日に初めてこの地区で女性が１
００人に
なったということと、
ガバナーが女性であるということもあ
り、佐々木ガバナーの女性だけの会を催したいという強
い希望から研修会を行いました。しかも八戸でやりたい、
内容はおまかせ、
ということで、講演と皆さんのお話で１
時間半くらい、後はランチを頂きながら全員のスピーチ
で終わったという感じです。何か不思議な感じがしまし
て、私が最初に入会した時は全部真っ黒の中に女性が
一人だったのに、ロータリアン全員女性という会が開催
されるということに非常に感動を覚えた時間でした。
講師の方はウさんという米山奨学生だった方で米
山の話を中心にしてくださいました。その前の晩に会
食をした時に聞いた話では、米山の奨学生になって心
理学者、それから博士号を取ったり、色んな病気の事を
研究して大学の講師とか色んな講演をして歩いてい
て、それでもう十分頑張って来ているはずなんですが、
そこから３年前に保険会社に転職をしたんですね。そ
の保険会社に転職して１年ちょっとでそこのNo.
１に
なって、３年後に本社の支店長になって、今年トップ３
に選ばれてアメリカに招待されるという、そういうふう
に頑張った方なんです。何故、十分頑張って来た中で
転職をしたのかということをお訪ねした時に、
「もっとお
金が欲しい、儲かりたい」
ということをお話していました。
何故か、
「自分の可能性を試したい、どこまでも自分の
出来る事を追求したい」という強い意志と、
「自分を高
めて力を付けることによって色んな人に恩返しができ
る」ということを話していました。お金で全て買えるも
のではないんですが、自分がお金を手に入れることで
毎年米山に１０万円ずつ米山功労者としてやっている
し、Ｅクラブを自分で立ち上げてロータリアンとしても
活動しています。同じ女性でも国も違いますが、向上
心とか挑戦する力とか、すごく貪欲であり、しかもそれ
が人の為に頑張りたいという思いは、そこに至るまでに
色んな方に出会って、ロータリーの米山奨学生という
制度に出会って、ロータリアンと接することによって色
んなロータリーの経営者の中から多くの学びがあった
のだと思います。そういう人と人の出会いから彼女はス
テップアップして、今、彼女は４
６歳ということですけれ
ども、とてもパワフルで本当にいい講演を聞けたなと
思っております。
男性の方々も聞けたら良かったんですが、同じ女性
同士でも色んなことを刺激し合って自らを高めるとい
うことはロータリーの基本であり、それを還元していく
というのが奉仕の理想だと思いますので、本当にいい
研修会だったと思っております。

例えば南グループの合同例会アナウンスをするとか、
事前にチャリティーを募って１２日にお渡しするとか、そう
いう感じでやっていこうということで、この間の南グルー
プの現・次会長幹事会で話を出したら南グループの人
達が協力的に動いてくれるような話をしていましたので、
もしかしたらグループで動くことになるかもしれません。
後、ロータリーデーを作ろうということで、国際ロータリー
デーが１
０月２４日なので、それに合わせて１０月２８日㈰に
ホコ天でパネル展を出したいというので、これも八戸ＲＣ
の方で企画していまして、各クラブから１枚、２枚のパ
ネルを出して飾るという企画もございます。先ほど出ま
したけれどもマチニワの椅子が完成しますので、それに
是非一回皆さんで行って座りたいと思っていますので、
移動例会を企画しようかと思っていました。
基本的に私の考えでは、次年度は「インスピレーショ
ンになろう」
というテーマですので、インスピレーション、
要は発信していこうという話になるかと思います。発信
するためには色々な方にお話を聞きたいなと、なるべ
く近場の委員長さん達を呼んで色々お話を聞いて、私
も含めて皆さんで勉強をしようということと、今年から
公共イメージ向上委員会というのができたそうで、
どう
いうふうに動くのかということを委員長さんに卓話をし
て頂こうと思っていました。
佐々木悦郎次年度幹事
南グループの現・次年度会長幹事会がアピル五戸
で６月１日に行われました。２６名の参加があり北クラ
ブからは小金平会長と私で参加してきました。次期ガ
バナー補佐である久保田様から公共イメージ向上の
ために繋がる様々なテーマ、アイディアがあったらどし
どしお寄せ下さいという言葉があったのが印象的で、
先ほど山内さんも仰ったように八戸ＲＣの築舘様が事
務局となってもいいということでホコ天のブースを皆さ
んに広く知らしめる機会として活用していきたいという
ことで、その他の案件としてありました。後、２月２
３日
㈯に南グループのＩＭがパークホテルで、南グループ
の現・次年度合同会長幹事会議が５月２３日㈭に同じく
パークホテルで行われるそうです。

地区補助金事業

小金平育男会長
皆さんのご意見をお聞きしたいことが１件あります。
今年度も
「マチニワ」
へ寄付するわけなんですけども、
１脚２万円で見積りを取って大体４
０脚くらいの予定で
３年間寄付する計画で進めておったんですけども、い
ざ出来てきたら市役所の方で１脚４万くらいの椅子を
選んでいまして４０脚はとてもな金額になります。それか
らシールを椅子の裏に貼るものと思っていたら、寄付さ
れた方、個人・団体のお名前を一つのパネルにして貼り
たいというのが市役所の意向で、ただ北ロータリー寄贈
じゃ面白くないので、マークとロゴを入れてそこに文面を
ちょっと、ロータリーは何をやっているかということを入れ
て頂きたいと要望しましたら検討しますという話でした。
寄付金額ですけども市役所から２０万という要望が来て
いました。補助金＋αでトータル２０万ということでよろしい
ですか？
（会場拍手）
ではそのようにさせてもらいます。

次年度準備

山内一晃会長エレクト
まず、色々決まっていない所、決まっている所がありま
して、大きい所でいうと松戸東ＲＣの方が来たいという話
をしております。後は８月１９日に屋形船から花火を見よ
うという計画をしています。ただ２０名と限られているので
どうするか決めていきたいと思っております。八戸ＲＣと
の合同例会が１
０月１０日にあります。確定していません
が、
ウルスラのチャリティーコンサートが１２月１２日にござ
いまして、これに協力したいと小金平会長がお話したよ
うで、１２日㈬の２時頃なので直接行くのは難しいので、
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