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SAA ● 小金平育男

経済と地域社会の発展月間／米山月間

第 2379 回例会

・ＲＩテーマ
点鐘
・国歌斉唱
・ロータリーソング
・四つのテスト

北山輝夫会員

誕生日祝い

ゲストの紹介

川﨑益美会員

齋藤昌子会員

小金平育男会員

佐々木悦郎会員

レベッカ・ニックスさん

レベッカさんにお小遣い
初めまして皆さん。私の名前はレベッ
カ・ニックスです。 ８ 月21日にアメリカの
ウエストバージニアのハンティントンから
来ました。ウエストバージニアはバージ
ニアのそばにあります。石炭と干し草と綺麗な山が有
名です。ウエストバージニアには皆さん好きなゴルフの
夢コースもあります。グリーンブライアーといいます。
今はウルスラ学院高校で勉強しています。初めから日
本の食べ物と豆乳とマスコットと浮世絵が好きです。
私の日本語はあんまり上手じゃないけど、日本語でいっ
ぱいしゃべりたいです。日本語と日本の文化を沢山学
びたいです。南部弁と津軽弁も学びたいです。将来に
私の日本語は上手になりたいです。頑張っています。
皆さんよろしくお願いします。

会長要件

山内一晃会長
地区大会、参加された方お疲れ様でした。
先週、先々週とお休みを頂きまして、先々
週 ９ 月16 〜 18日は東北測量設計協会で広島
の被災地を視察して参りました。広島は原爆から100
年は灰の街、街は出来ないだろうといわれたところで、
今は150万都市になっています。今回の被災地も谷か
ら水が出て街を流したものですから、砂防ダムを一カ
所でも大変なのに300箇所造る予定だそうです。もは
や200箇所できていて、あと １ 年くらいで終わるように
頑張っていて、災害に強い街だなと感じました。空い
ている時間で厳島神社にいったんですが、海の中の鳥
居が改修工事で網で囲っていて残念でした。
今度は20,21日で同じ東北測量設計協会の中の企
画委員会の事業で次世代セミナーを ３ 年前から行っ
ていて、若い人が多くて、小講義してきました。
22 〜 26日まで名古屋で建設コンサルタンツ協同
組合の講習会に行きました。担い手の問題とかを全
国まわってお話するということをしてきました。
例会は休んだんですけどボランティア的なことを
していました。

ビジターの紹介
八戸東ＲＣ 荒谷

認

2019.10.1
ご結婚祝い

司会：吉田悦子副ＳＡＡ

交換留学生

会報
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徳安君

証

・マルチプル・ポールハリスフェロー（ ９ 回目）
源新育子会員

地区大会表彰

幹事報告

佐々木悦郎幹事
◎10月のロータリーレート 108円
◎地区大会参加者の宿泊費を補助しますの
で事務局に届けてください。
◎ＲＬＩのご案内
10月26,27日 青森
移動費補助を検討

・奉仕活動優秀クラブ
・100％出席 連続無欠席10年
平野 薫会員
・ロータリー財団寄付成績優秀クラブ表彰
５位
・米山記念奨学会寄付優秀ロータリアン表彰 山内一晃会員
・ロータリー財団寄付優秀ロータリアン賞 中山恵美子会員
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◎ロータリーの友10月号11ｐに南グループＩＭの記
事が掲載されています。

親睦委員会

バナーは「指導者としての経験から」ということで三つ
のお話をされました。一つ目、やったことの見返りは
求めない、やってもらった恩は義理でも返す。二つ目、
能力がなくてもブレーンがいれば大丈夫。三つ目、言
いたいことは言ったほうが良い、言いにくいことでも
言った方が良いかもしれない、というお話をされまし
た。青少年支援の意味についてということで、北山パ
ストガバナーがお話されました。実利主義からの脱却、
歴史、2830地区の青少年プログラムの内容、クラブに
おける青少年奉仕の内容、個人としての青少年奉仕の
お話、ロータリーの友の活用、ガバナー月信の活用、
地域で活躍する青少年を特集するとか、青少年交換プ
ログラムの広報と勧誘、というお話をされました。質
問はこの青少年に関してが一番多かったと思います。
皆さん関心を持っているんだなと感じました。今年度
も2830地区で交換留学をしているのはうちのクラブだ
けです。受入れるホストファミリーも少なくなかなか決
まらない、グループ単位での受入れも必要ではないか
と思っております。最後に工藤パストガバナーは社
会奉仕についてお話されました。
晩餐会は、ＲＩ会長代理がいらっしゃらない晩餐会
でびっくりしました。

齋藤昌子会員

ニコニコＢＯＸ

八戸北ＲＣ
佐々木悦郎幹事：誕生日プレゼント有難うござ
います。
北山輝夫会員：結婚祝ありがとう！
源新和彦会員：地区大会ご参加の皆さん、お疲
れ様でした。有難うございました。
源新育子会員：地区大会、お疲れ様でした。
川﨑益美会員：誕生日のお祝い有難う御座居ます。
久保隆明会員：早退失礼します。
澤口忠彦会員：早退失礼します。
齋藤昌子会員：地区大会ご苦労様でした。誕生
日プレゼントをありがとうございます。
小向龍悦会員：地区大会お疲れ様でした。おか
げ様で次年度ＰＲうまくいきました。
米山記念奨学金
佐々木悦郎幹事：
小向龍悦会員：
小金平育男会員：誕生祝いありがとうございま
す。 ８ 日、15日は欠席です。
平野榮子会員：
平野 薫会員：
ポリオ・プラス
小向龍悦会員：
千葉清彦会員：
奥寺良之会員：
平野榮子会員：

佐々木悦郎幹事
大会当日は17名で参加しました。今回はガバナーの
判断にまかせるということでＲＩ会長代理を招聘せず、
変化するというガバナーのテーマのもと、様々な部分
を見直した大会だったようです。講演ではＲＩ会長の
替わりに黒田パストガバナー、山崎パストガバナーの
基調講演がありました。
まず最初に会場パフォーマンスとして、男子新体操
チームのＢＬＵＥ ＴＯＫＹＯが会場を盛り上げていま
した。委員会の報告では、それぞれの委員長が登壇
せずプロジェクターですませたのが印象に残りました。
記念講演は元広島東洋カープ監督の野村謙二郎氏で
リーダーシップに関してお話され、指導者育成の観点
で楽しく聞くことができました。ファンの一般聴講者
もいらっしゃっていて、前のほうに一般席も用意されて
いて来年の参考になるなと思いました。最後のほうに、
次年度地区大会紹介で南グループ50名程が登壇しまし
た。ＰＲ動画が非常に好評でした。
懇親会は前日のラグビー日本代表が歴史的勝利とい
うことで祝勝会の雰囲気で始まりました。オペラや合
唱、フラダンスなど様々なアトラクションがありました。
次年度は再来年 ４ 月の地区大会なので台湾国際大
会のＰＲをどこにすべきか、 ４ 月だと遅いのでどこかの
時点でしなければならないなと思いました。

出席報告
本日の出席率
前々回
（ ９ ／17）の修正出席率

64.86％
61.54％

地区大会報告

山内一晃会長
会長幹事会では、まず協議事項がございまして、前
年度の決算報告が承認されました。決議文協議では、
第 １ 号ＲＩ会長マーク・ダニエル・マローニー氏提唱の
本年度のテーマに協力する件、第 ２ 号2830地区沼田廣
ガバナー提唱の本年度地区テーマの推進の件、第 ３
号2830地区直前ガバナー今井高志ご夫妻に対する感謝
の件、第 ４ 号2018－19年度2830地区財務監査報告採
択の件、第 ５ 号国際大会への参加推進の件、第 ６ 号
地区大会開催地の青森市ならびに青森市民に対する感
謝の意を表する件、第 ７ 号 本大会のホスト、コ・ホス
トクラブならびに関係諸団体に対し謝意を表する件と
ありました。最後に、第 ８ 号次年度地区大会開催に関
する件、2020－21年度2830地区の地区大会は八戸北
ロータリークラブをホストクラブとして、2021年 ４ 月16
日㈮〜 18日㈰の ３ 日間にわたり八戸市において開催す
ることを決議致します。ということで採択されましたの
で正式に当クラブメインで行いますのでよろしくお願い
します。
指導者育成セミナーでは、笹森、北山、工藤パス
トガバナーのセミナーがありました。笹森パストガ

源新和彦会員
皆さん地区大会ご参加ありがとうございます。次年
度のＰＲにつきましてご協力頂きまして心から御礼申し
上げます。今回の地区大会は新しいチャレンジをされ
てまして、私の時はじっくり話し合いながら本当に良い
地区大会を作り上げていきたいと思っております。こ
れからもご協力よろしくお願い致します。
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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