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神山智子会長
先日９月１０日にウルスラ学院高等学校音楽科５０周
年式典祝賀会に山内幹事と参加させて頂きました。
５０周年という、白菊学園時代からの音楽科というこ
とで、ご尽力された大川先生も音楽科の経緯と今活
躍されている若い音楽家のお話等をされていました。
また当クラブのインターアクトクラブ担当の吉田先
生も音楽科の中で活躍されているようでございます。
職業奉仕のことで先週私が体験して感じたことがあ
ります。別な外郭団体でマルヨ水産工場を見学する機
会がございました。マルヨさんといいますと竹輪とか塩
辛とかたくさん作っていらっしゃる工場でございます。
市内の子供達は小学校３年生くらいで社会科見学とし
て工場見学している様です。私も初めて工場を見学さ
せて頂いて、すり身をこのように石臼で挽いて、ここは
人の手でこうなって、焼きの作業がこういう工程で、こ
ちらが焼き上がりの竹輪でございますと、その工場内
でだいたい６０名の参加者に焼き立ての竹輪を試食さ
せて頂きました。スーパーで売っている竹輪とは一味
違いまして、温かい竹輪でふんわり、もっちり、
とても美
味しく頂きました。なかなか生産過程を見ることがな
かったのでとても面白く私は感じて参りました。
北クラブでも何度か職場訪問を計画して頂いて、前
年度は八戸製錬さんの工場見学をさせて頂きました。
八戸で活躍されている企業さんを見せて頂くというの
は私達も勉強になりますので、是非また今年度もどこ
かの時期で職業奉仕の皆さんと相談しながら工場とは
限らずともどこか職場を訪問しながら、改めて私達の
企業、職業のことを再認識したいと思っております。
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またその時に八戸市外のお客様が多かったので八
戸港を見るということで、沼館からシャーク号とい
う観光船に乗船して北日本造船の裏の方から外を
回ってＬＮＧのガスタンクの方をぐるっと回ってま
た港に着くというコースでございました。八戸を海
の方から見るというのもまた違った景色を感じられ
まして、これもまた八戸は海から拓けた街ですので、
なるほどこのように工場地帯があってここには漁港
があってという、普段八戸で生活している中で八戸
の大きさを感じる事はなかなかないんですけれども、
この日の会合で改めて八戸の良さを発見、認識した
部分もありますのでまたこのクラブでもそういった
ものを経験出来ればなと思っております。

幹事報告

山内一晃幹事
◎八戸西ＲＣチャーターナイトのご案内
１０月１６日㈰ １５：００～１９：３０
きざん八戸
登録料：会員 １０,
０００円 ご家族 ６,
０００円
◎ガバナー事務所よりお願い
地区大会記念ゴルフ大会（八戸カントリークラブ）
の参加者が少ないので再検討願います。
◎９月のロータリーレート １０２円

親睦委員会報告

大石

源会員
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出席率報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

６８．
５７％
８１．
１０％

ロータリーの友を読んで

小田 正会員
今月はロータリーの友を読んでいるかということと
識字率の向上を図るための月間だそうです。まず私の
方からロータリーの友の見方が何種類かありますので
お知らせしたいと思います。お気づきかと思いますが
今年から本が少し大きくなっています。この理由は製
本屋さんの田中さんが良く知っていると思いますが、Ａ
版を使わないとこの分を切って捨てなくてはならなく
てもったいないので切らずに済む方法を考えたという
ことで、
ロータリーの友委員会で変えたということです。
私達はいつも
「４つのテスト」
を唱和しています。
「言
行はこれに照らしてから『真実かどうか』
『みんなに公
平か』
『好意と友情を深めるか』
『みんなのためになる
かどうか』」。この意味について今月号のロータリーの
友に載っています。
縦書きの「友愛の広場」に「奥深い
『４つのテスト』」と横浜港北の桑原さんという方が書
いていました。
「４つのテスト」は倒産寸前の企業を再
建するための指標でありながらそれを越える深さと広
がりを持っているように思います。
というようにこの人は
出だしを書いています。不況の中から立ち上がってい
くためにこれをもとにして私達がやっていけば、商売が
順調に行く、友を多く作れるという事を書いているよう
に思います。
ロータリーの友は必ず月に一回来ますので、皆さ
ん是非読んでほしいと思います。
縦書きと横書きの丁度半分くらいの５３ページ辺り
を見ると２８３０地区の地区クラブが４０あって、会員数
が１１６２名である、出席率が云々と書いてあります。
今月号に新クラブとして八戸西ＲＣが誕生したとい
うことが左上の所についています。
あとは最近ｉ
ｐｈｏｎｅ、ｉ
ｐａｄ、ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ、パソコンも
そうですけれども、９月号がもうすでに載っていて
見ることが出来ます。文字が見にくい場合もありま
すが、いい所は電子版では過去の「ロータリーの友」
も見ることが出来るので便利です。
今日は皆さんに３分くらいずつでもいいですから、
特に若い会員の方で読んで面白いとか変だなという
所を発表して頂きたいと思います。
山内一晃会員
私が見ていて一番気にしているのは、今年は幹事
で「ミラクル１２００」というのがあるので、クラブの
分布図と会員数を気にしています。後はガバナー月
信に退会された方、新入会の方とありますので最近
は退会される方も多いなというのを気にして、ここ
は必ず見るようにしています。
大石 源会員
先に山内さんが言ったように私もこのページを見
るようにしています。後はちらっと見て気になる写
真があるようなページは見て読んだりしております。

大崎光明会員
全く綺麗な本が２冊あるように８月号もまだ未読
で９月号も今拝見させて頂いたところです。正直に
申し上げますと私は気を付けて見ている所はなくて
まず目次を見てサラサラと面白そうな写真があった
所を見ているというのが現状ですので、まだまだ
ロータリーの勉強が足りないというよりも基礎が出
来ていないのでちゃんと見て勉強します。
澤口忠彦会員
私はなりなりに読んでいるんですけども、とりあ
えずは最初のロータリーとはという毎回同じ文章が
書いてあるんですが、これは一ヶ月に一回は間違い
なく読んでいます。考え方を基本に戻してやってい
こうかなと思います。後はこのロータリーで良く出
る言葉の説明がまとまっているんですね、補助金の
問題とか米山の中身の問題とか。そういう所もこう
だったかなと反省しながら読むようにしています。
小林弘文会員
ロータリーの友は毎月しっかり読まさせて頂いてお
ります。興味があるところはそれぞれの地区でやられ
ている催し物です。いろんな事が出来るんだなという
様々な気付きがそこにあるなと感じております。今後も
一字一句しっかり読みたいなと思っております。
児玉禎之会員
ロータリーの友は見てます。見てるだけですが。今
回はロータリーの友は別にして報告したいと思います。
先日、弘前で行われたインターアクト年次大会に
行って参りました。我がクラブからは北山さん、源新さ
ん、川﨑さん、私の４人で行って参りました。今回のイ
ンターアクトの報告書の中に今までと違ったやり方が
ありまして、高校生のボランティア報告をした後にホス
トの弘前ＲＣのロータリアンの職業を通じたお話を高校
生に対して行った事業がありました。新しい試みで高
校生の仕事に対する意欲が非常に沸いたようなお話
を聞きました。来年のインターアクトは野辺地西高校
で野辺地ＲＣが主催となって７月２
２日に実施すると決
まっているそうです。我が北クラブもインターアクト年
次大会のホストをやる時期がもうそろそろ、
２０校にある
インターアクトクラブを１９のロータリークラブが応援し
ている訳ですけれども、近いうちに回ってくると思いま
す。ホストの場合は仕切るのが大変で皆さんの協力が
なければやっていけないので、
ご協力をお願いします。
源新育子会員
ロータリアンの三大義務ってわかりますか？ 出席、
機関紙を読む、会費の支払いです。
「ロータリーの友」
を読むことも義務ですのでよろしくお願いします。
小田 正会員
ありがとうございました。この三大義務を守って
会員をもっと増やすように、そうすればより楽しい
北ロータリーになると思います。
点鐘
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