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エラさんにお小遣い
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・ロータリーソング
・クラブソング
・４つのテスト

皆さんこんにちは。ペンシル
バニア州からきたマロニー・イザ
ベラです。８月にアメリカから日
本に来て来週帰ります。もう帰
るって信じられないんだけどね。
私は美しい八戸に受け入れてくだ
さった八戸北ＲＣに感謝しています。学びの多い一年にな
りました。私の留学生活をサポートしてくださり本当にあり
がとうございます。そして大学の審査の時、ホームシックに
なった時、問題があった時、いつも助けてくださったお陰
で乗り越えることができました。本当にありがとうございま
す。留学に参加できたことは日本文化を学ぶとても貴重な
時間になりました。この一年いつも私を元気づけてくださっ
て、
いつも面倒をみてくださって本当にありがとうございます。
もう一年経ったなんて信じられる？ わーわ、信じられ
ねぇ。前の会議でも言ったけれど英語では、Time flies
when you're having funという諺があります。 楽しい時間
はあっという間に過ぎるという意味です。私は今この諺が本
当なんだねと思っています。めっちゃ緊張しながら皆さんの
前に立って初めて日本語で自己紹介をしたことを昨日のこと
のように思い出します。あれから皆さんと沢山の忘れられな
い思い出を作ることができました。ロータリーのお陰で屋
形船に乗ったり、スキー行ったり、着物を着せて頂いたり、
南部弁習ったり、新郷村で田植えしたり、色々な素晴らし
い冒険をすることができました。皆、まんずありがとうな。
ロータリーの皆さんとお別れするのは本当に悲しいです。
でもこれは私たちの友情の始まりと思っています。これか
ら皆さんとさらなる友情を築いていけることを楽しみにして
います。本当にありがとうございます。しんぺぇすんな、ま
た来るすけ。

ビジターの紹介
八戸東ＲＣ
東京八王子北ＲＣ
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北向 幸吉君
田中耕三郎君

ゲストの紹介
交換留学生 イザベラ・マロニーさん
東京八王子北ＲＣ田中夫人 田中理絵様

ご挨拶

東京八王子北ＲＣ 田中耕三郎
東京八王子北ＲＣ、そして2750地区青少年交
換委員をしております。なぜここにいるかというと、
実はエラのお姉さん、ソフィが２年前、私の所で
ホームステイしまして、そこから妹達も来るということで、
エラがここに来る前にうちに来まして、うちにきてからこち
らのクラブに来たという形でした。またエラの家族とは縁
がありまして、エラのお婆さんがハワイに住んでいまして、
先月も家内とハワイに行きまして、エラのお婆さんと一緒に
ご飯を食べて、本当に家族ぐるみのおつきあいになってい
ます。まるでエラが自分の娘のようです。私も娘が三人おり
まして三番目の娘が二年前、交換派遣でメキシコに行きま
して今大学生です。
せっかくですので2750地区の紹介をします。東京は北と
南に分かれていまして南側が2750地区になります。日本で
は珍しいんですけど2750地区は東京の南側とグアム、サイ
パンと一緒なんですね。先日、地区大会がグアムでありま
して皆でグアムに行ってきました。グアムに行ったら50年に
一度の島より大きい台風でゴルフも何も出来ずに帰ってき
ました。
青少年交換は自分の娘を含めて５年ほど経験させて頂い
ています。2750地区は８カ国の子ども達を受け入れまして、
アメリカ、メキシコ、ブラジル、タイ、インド、ドイツ、イ
タリア、フランスの子ども達を預かって交流しています。
今日はエラが最後ということでエラのスピーチを家内が聞
きたいと、私自身、青森に来たことがなかったので、今日
例会に参加させて頂きました。夫婦共々よろしくお願い致
します。
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会長要件

奥井義則副会長
今日はクラブ協議会で委員会活動報告です。委員長、
リーダーの方よろしくお願いします。また源新さんの国
際大会の報告をお願いします。

幹事報告

佐々木悦郎幹事
◎次年度委員長は活動計画を６月末までにお願いします。
◎今回のＩＭはＲＩ会長がお出でになるまたとない機会
ですので皆さんで参加して盛り上げましょう。
◎明日、エラさんが八戸を発ちます。お見送りなさる方
は19：06の新幹線で出発です。
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親睦委員会

音喜多泉会員

職業奉仕小委員会
小林弘文リーダー
会社紹介のパンフレットやＰＲ文書を小冊子に
まとめあげたいと思っておりましたが、現在、半
数ほど集まりましたが完成には至りませんでした。提出方
法や回収方法を工夫して、今後は、職業紹介、卓話から言
葉の拾い出しや文章化などしてまとめあげれればと思って
おります。また、職場訪問例会につきましては、スケジュー
ル調整が必要だと思いました。
ロータリー財団小委員会
音喜多泉リーダー
４つ課題をあげました。
「年次基金寄付の目標
額120ドル」財団年次寄付6,100ドル。恒久基金
1,000ドルで目標達成しております。
「ポール・ハリス・フェロー
の輩出につとめる」は後ほど確認してご報告します。
「ポリオ・
プラスの目標額30ドル」累計875ドル、一人22ドルとなり、
目標達成には至りませんでした。
「地区補助金活用について」
市のマチニワに椅子を寄贈しました。
「地区における７月、
12月の財団セミナーに必ず出席する」山内会長と佐々木幹
事が出席しております。
青少年奉仕小委員会
小澤一雅リーダー
ＲＩの長期青少年交換プログラムで、八戸聖ウ
ルスラ学院高校の玉川音葉さんをニューハンプ
シャー州（東海岸）に派遣いたしました。玉川さんから送
られてくるマンスリーレポートでは、学校の授業の様子や活
動内容、ホストファミリーとのやり取りなどが詳細に、そし
て楽し気にレポートされ、日々充実していることがうかがえ
ました。来訪学生のイザベラ・マロニーさんは、元気で明
るく、クラスメイトやホストファミリーともすぐに打ち解け、
2018年８月の来日から2019年６月に帰国するまで、日本で
様々な体験をし、充実した留学期間を過ごたことと思いま
す。大きな問題もなく、今年度の活動ができましたことを
全ての関係者に感謝いたします。ありがとうございました。

ニコニコ BOX

八戸東ＲＣ
北向幸吉様：早退失礼致します。
八戸北ＲＣ
源新育子会員：皆さんお元気で！！
平野榮子会員：エラ、ありがとう。遊びに来てく
ださいね。
米山記念奨学金
奥井義則会員：
小田 正会員：印刷の地区協が八戸であるので色々
忙しいです。
平野 薫会員：
ポリオ・プラス
佐々木悦郎幹事：エラちゃん、１年間の留学生活、
本当にお疲れ様。大学に行ってもガンバッテ！
千葉清彦会員：
澤口忠彦会員：
奥寺良之会員：

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

54.1％
71.1％

委員会活動報告
クラブ管理運営委員会
佐々木則夫委員長
各委員会の活動が概ね計画通りに実行され、
クラブ運営が会長の方針に沿って行われたと思い
ます。また、来年の50周年に向けての委員会も立
ち上がり活動も始まりました。会長予定者の交代など予定
外なこともありましたが、会員の皆様のご協力のもと、滞
りなく本年度の活動を終えることができたと思います。
クラブ組織小委員会
奥寺良之リーダー
今年度は退会者が出なかったことが唯一良かっ
たことだと思います。次年度は出来なかったこと
を継続協議として頑張って頂きたいと思います。
親睦小委員会
片野 潤リーダー（代読 佐々木幹事）
今年度、初めての経験として親睦リーダーを担当させて頂
きました。松戸東ＲＣとの夜間交流をはじめ、クリスマス例
会や観桜夜間例会など、不慣れな点が多々ありましたが皆
様のおかげをもちまして無事終える事が出来ました。大変感
謝しております。新たな経験を積むことができましたので今後
とも新しい企画などを盛り込んだ例会を提案できるよう、ま
た他のクラブが参考になるような活動を目指してクラブ運営
が活発なものとなるようにお手伝いしていきたいと思います。
情報広報小委員会
小田 正リーダー
情報については、会長要件でロータリーの友、
ガバナー月信、ロータリー情報の紹介をして頂いて
大変助かりました。会報については、例会での様子を写真、
文章でお知らせ出来たと思います。卓話などの時は原稿を
頂ければ助かります。夜間例会、移動例会では、タブレット
での録音、
写真等ご協力頂きありがとうございました。特に、
会長・幹事には余分な仕事をして頂きお礼申し上げます。
研修小委員会
平野 薫リーダー
今年度は各地区委員会の活動をさらに知る必要
があるということで、外部卓話の企画が多くあり
ました。このような機会を活用して、少しですがロータリー
への理解を深めたと思います。ただ、私自身の例会欠席が
多く、今年度出来なかった分、次年度の活動をお手伝いし
たいと思います。

国際大会報告

源新和彦会員
６月１〜５日まで北ドイツのハンブルクで行われ
た国際大会に行って参りました。地区のツアー 11
名で行きました。県内からは42名が参加、地区ナ
イトは32名の参加がありました。特徴としては開会式が簡
素化されて午後の１部、２部という２時間、２時間の開会
式でした。まず、交換留学生の子供達が各国の国旗をもっ
て入場、退会実行委員長の挨拶、アトラクション、ＲＩ会
長のスピーチでした。会場は展示場のようなフラットな会
場にパイプイス、さらに、その他の会場でモニターを見な
がらという形でした。約25,000人のロータリアンが集まり、
人数は少なかったのですが盛り上がった開会式でした。分
科会は出ずに、１日だけブレーメン、リューネブルクという
塩の産地を観光しました。ハンブルグは古い町並みに見え
るんですけど第二次世界大戦で消失し古い建物は25％ぐら
いで、ブレーメンやリューネブルクの方が千年近い建物が
残っていて、道路も石畳、大変古い町並みが残っていました。
食事はどこでもソーセージか豚肉、ザワークラウトとポテト
で濃い味付けです。来年はハワイですのでうちのクラブか
らも20名ほどのご参加をお願い致します。
源新育子会員
大会の時間がスケジュール的に短く残念でし
た。情報によるとＲＩの役員も17人のうち４人が女
性になるとか、女性の活躍もクローズアップされた分科会
もあったようです。私は次の日から湿疹が出て食べ物は
ちょっと残念でした。
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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