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書かれておりました。
今期もあと３ヵ月程ございます。次年度に向けて
更なるクラブの充実と新しい会員を迎え入れられる
ように北ＲＣらしいクラブで、また楽しくロータリー
活動を皆様と共にやっていければなと思っておりま
す。次年度に向けて戦略計画などこれからも引き続
き立てさせて頂きますけれども、どうぞ皆様のご協
力とご理解の程よろしくお願いしたいと思います。
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懭三君

神山智子会長
先週に引き続きロータリーの友について、ＲＩ会長
のメッセージ、３ぺージ「多様性が私達の強み」と
題しまして書いてありました。
「４０年前カリフォルニアのデュアルテＲＣが定款に
反して３人の女性の入会を認めました。女性会員は
その時までは入っていないロータリーだったんです
ね。それが今では２４万人以上の女性会員が所属して
おりまして、かつてない程に強い組織となっており
ます。私達は自らの地域社会に奉仕する３
５,
０００を超
えるクラブに所属している世界中のほぼすべての国
から男性会員と女性会員で構成されている」という
ことです。
当クラブは現在７名の女性会員がおります。この
南グループの中では女性会員の多いクラブでありま
す。県内第一号はまず源新育子さんが入って頂きま
した。私達も遅ればせながらこの北ＲＣに女性会員と
して継続しながら入っている現在でございます。
先週クラブ戦略計画のお話がエレクトの小金平さ
んからございましたけれども、このロータリーの友
の中に、長嶺ガバナーの記事がございました。
「クラ
ブの夢の実現にあたり、裏側に見えてきた障壁は当
地区の抱える問題の一つでもある会員の高齢化と会
員数の減少。クラブの将来像が見えてもそれを実現
する会員が高齢でプロジェクトに参加出来ない。や
りたいプログラムを実施するには会員数が足りない。
クラブの夢の実現には奉仕の意欲と行動力のある若
い会員や女性会員の入会が急務であるという課題も
見えてきました」ということがガバナーの方からも

幹事報告

山内一晃幹事

◎七戸ＲＣ事務局移転のお知らせ
４月３日より移転
新住所 上北郡七戸町字七戸１２３−２０
電話・ＦＡＸはそのまま（３月３０日は不通）
◎八戸市を緑にする会より八戸市緑化まつりのお知
らせ
４月１４日㈮～５月７日㈰ ９時～１７時まで
八戸市田向地区
◎国際ロータリー日本事務局より２０１６年版手続要覧
のご案内
１冊無料で各クラブに配られますが、ご自分でほ
しい方は一冊６ドルとなりますので今月中に事務
局にお願いします。

親睦委員会報告

田中渥美会員
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職業紹介
佐々木悦郎会員 ㈱佐々木組／精錬業
私の父親から継いだ会社で祖父が起こした会社でも
ありまして、八戸市内で金属を作る工場というのは、大平
洋金属さんがニッケル、東京鉄鋼さんが鉄、後は八戸
製錬さんが鉛、
こういった様々な大きい工場がある中で、
私共は大平洋金属さんの中に入って、スポンサーになっ
て頂いた江陽鉄鋼の小金平社長とご一緒に協力会社、
１
５社の中の１社として仕事をしております。精練と言っ
ても様々なプロセスがありまして、弊社は私の身長くらい
のタイヤが４つ付いた重機を使って運搬をしています。
インドネシア、フィリピンから５万トンの土を２週間かけ
て船で運んできます。それをショベルローラーでベルト
コンベアに乗せて、そのベルトコンベアを動かす仕事を
２４時間３６５日稼働している会社です。今、弊社の方で頑
張っているのは採用活動です。ハローワークに出しても
なかなか人が来なくて困っています。相談に行ったら二
つ悪い所があると言われました。一つは名前のイメージ
が悪いということと、ＨＰがないと言われて、今の若い人
はハローワークで調べてもやっぱり最後は自分のパソコ
ンで調べる、そういう世の中に対応していかなければな
らないんだなということで、
これからＲＣさんでも勉強しな
がら頑張っていきたいと思っておりました。今後共よろし
くお願いします。
片野 潤会員 北日本トラベル㈱／旅行代理業
主に国内旅行、海外旅行、後は修学旅行、
これから４
月を迎えて中学校さんがスタートして、
５，
６，
７月と小学
校の修学旅行、
９，
１０月は三沢の中学校さんが２年生で、
八戸市内は主に３年生で行くんですが、今白山台中学
校さんが２年生で行こうかという話ですので、もしかし
たら市内もこれから２年生が行くようになるのかなと感
じております。通常は小学生３日間、中学生４日間で
すが、中学生も３日間にシフトしだすのかなという情報
も出ております。私達は４日間の方が儲かりますが、旅
費の縮小がされている現状です。皆様のお力で何とか
北日本トラベルを残していきたいので、個人旅行、海外
旅行、社員旅行、全て私の方で行って頂ければと思いま
すので、
よろしくお願いします。
櫻井研司会員 ㈲栄進工業／管工事業
ロータリーの登録は配管工事として入っております。
配管工事はメンテ、プラント工事が主で薬品の配管、ス
テンレスの配管をやったり、工場のメンテ工事が多いで
すが、輸送関係のタンク、配管をやったりもします。
今多
く仕事させて頂いているのは三菱水産の中とか八戸製
錬所さん、六ヶ所の原発の中にも入らせて頂いて何とか
頑張っているんですけれども、中々儲からないですから
儲かる仕事を回して頂ければと思っています。
小林弘文会員 ㈱東栄／自動車運送業
運送会社でも一般貨物と道路事業、アスファルトの
ローリー、そのアスファルトを敷く時の工事作業用車を持
たせて頂いています。トータルで２７台ほど持ってやって
います。私はこのＲＣに入って５，
６年経ちました。
まだまだ
ですけれども、色々勉強しながらやっていきたいと思い
ます。もし何か荷物を運ぶ際は一言仰って頂ければご
相談に乗ります。安く出来るかは分かりませんが、よろし
くお願いします。
山内一晃会員 エイコウコンサルタンツ㈱／建設コンサルタント業
国土交通省の大臣の認可で建設コンサルタント業と
いうのをやっています。これは工事をする前にどういうふ
うにやればいいのか、例えば道路でも速度によって切れ
2

るカーブは違うので高速では緩いカーブとか、勾配を緩
くとか、４０ｋｍの道路ならちょっとくらい急でもいいとか、
そういうのを設計して渡すというものです。次に測量業、
国交省の大臣登録で普通の建設屋さんよりちょっと精
度のいい測量をやっています。
続いて地質調査業、地面
の下をボーリング調査でどういう基礎構造をすればいい
か調べる。続きまして補償コンサルタント業、道路を作り
それを移転するときに、その移転のお金をはじくという、
これも国交省の大臣登録が必要です。
もう一つ、一級建
築士事務所、建物の設計をする会社で県知事の登録が
必要です。という５業をやっております。仕事は公共事
業（国、県、市町村）が多いです。我々の業界は建設業に
大分類されております。ただ正式な分類は建設サービ
ス業です。昭和に入ってからの浅い歴史ですから業とし
て認可されていなくて、これを業界で認可できるように
頑張ろうとしています。
大石 源会員 大和電業㈱／電気工事
電気屋ですとよく言うんですけれども、電気屋と言え
ばコジマ電気さんやヤマダ電機さんみたいな電機屋さ
んと勘違いされがちなんですけれども、照明の工事もや
りますし、プラント工事もやりますし、環境庁の公共工事
もやっております。会社の名前は父が創業なんですけ
れども、その前にうちの祖父が昭和２２年から電気工事業
をやっていまして、その流れでやらせて頂いていまして、
私は世間から３代目と見られていますけれども、実は２
代目です。頑張って今後共やっていきたいと思いますの
で、
よろしくお願いします。
中山恵美子会員 ㈲イニシオ／人材育成
創業当時から人材育成に取り組んでおりまして、私共
は社会人の方のスキルを上げ て再就職したいという
方々に職業訓練をしています。丁度今日から訓練が始
まった男性５人と女性十何人のクラスがあって、皆さん
意欲的な方々で、私の仕事はそういう方々と企業の皆様
との橋渡しというのがこういう仕事の目的なので、上手く
マッチングできる、どちらも良いようにしたいなと思って
います。訓練とは別に職業を紹介するとか派遣する業
務も合わせて行っていまして、地元の会社だと派遣は
高くついて中々取り組みにくいということだったんですが、
最近はそうでもなくて派遣の依頼が来たりしています。
私共のいい所はちゃんと育てて、３ヵ月、６カ月と見た
方をご紹介、派遣社員として出しているので人間性も把
握しているつもりです。もしそういうご相談がありましたら
伺いたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。
小金平育男会員 ㈱光洋鉄工／鉄工業
鉄工業というと結構分かれていて、鉄骨屋や櫻井さ
んのようにプラントの配管屋とか、僕の所では板物を加
工する、箱物を作るという作業は製缶屋と呼ばれており
ます。大平洋金属に僕も入っていまして、そこのプラント
関係がメインで、八戸市内にはプラント関係の大手の工
場がいっぱいありまして、色んな関連付けができまして、
他にも三菱製紙、八戸製錬、東京鉄鋼、大平洋金属、日
東、高周波、八戸セメントというような所の工場の機械メ
ンテナンス関係が主体となっております。
児玉禎之会員 ㈱サンベンディング／飲料水販売
うちは自動販売機だけで缶ジュースを売っています。
皆さんが持っている会社のような場所に自動販売機を
置かせて頂いて、今日来ている皆さんにもほとんど付け
て頂いております。大変ありがとうございます。
点鐘

