2012-13 年度ＲＩのテーマ「奉仕を通じて平和を」
ＲＩ会長 田 中 作 次 （Peace Through Service）

八戸南ロータリークラブ会報
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第 1810 回例会記録 ≪姉妹クラブ委員会担当例会≫
2012 年 11 月 15 日（木）

点鐘

12：30
レポート NO.1261

1810 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・姉妹クラブ委員会担当例会

≪出席報告≫清川出席副委員長
正会員 45 名出席免除会員を除く
会員 36 名中本日の例会は
免除会員 4 名を含む 30 名出席率 75％

≪ビジター≫
富岡義勝南分区ガバナー補佐様(八戸ＲＣ)
≪ガバナー補佐挨拶≫富岡義勝様
おはようございます｡ガバナ
ー補佐としてガバナー公式訪問
の時に訪問して以来です｡今日
は報告を 2 つほど。１つは少し
早いのですが、ＩＭがあります｡
1 月 26 日(土)3 時から八戸グラ
ンドホテルです。テーマは「ロ
ータリーの活性化から会員増強へ」です。会員増
強の掛け声は高らかに行われていますが、実際、
組織にふさわしいものか疑問に思っています｡私
は入会し 11 年目、最初から国際奉仕やＷＣＳに
かかわり、そこから得たものから増強をと、ＷＣ
Ｓを通しての増強をと思い、外部講師に小船井修
一 2500 地区パストガバナーをお迎えします｡Ｒ
Ｉのアシスタントコーディネーターという立場
でもあります。その地区のＷＣＳは私がガバナー
補佐の立場でやったのと共通しています｡または
じめてＷＣＳを体験した横浜けい子さんのお話
しも聞きます。小船井ＰＧは規定審議会の世話人
代表でも有り、地区合併の事も絡んできます｡先
ほど黒田ＰＧから聞いたのですが、新しい情報も
あるようです｡そのあと 6：30 から交流会です｡
もう一つは次年度のガバナー補佐の件です。郡
部の方からと交渉をし、決まりかけた所もあった
のですが、クラブでやはり無理だとのことでした｡
市内 5 クラブの順番でと中央ＲＣに依頼。次の幹
事クラブでもありますから・・・。どうやら決ま
ったようで、決まった事だけを報告いたします｡
これから五戸に行かなければなりませんので、早

退失礼致します｡
≪会長要件≫熊谷会長
姉妹クラブ担当例会の
方で纏めて報告します｡
≪お祝い≫
奥様誕生祝：橋本会員
≪幹事報告≫伊藤幹事
＊12 月のプログラム
6 日：年次総会
13 日：会員卓話
20 日：クリスマス家族例会 18：30、ビンゴの景
品を提供ください｡家族会費 3,000 円
27 日：コーヒー例会
＊ 米山奨学委員会より梅吉の記念碑をたずねる
会 11/25、まかど温泉集合｡会費 1,000 円ん
＊ 例会変更
八戸ＲＣ：12/19 夜
八戸東ＲＣ：12/7 夜､21⇒23 日､28 日休会
八戸北ＲＣ：12/18 夜、25 日休会
八戸中央ＲＣ：12/17 夜、24 日祝日、31 日休会
＊南浦項の 30 周年記念誌と会報、近代歴史館等
のパンフレットも事務局に置きます｡
≪ニコニコ・ボックス≫ 平光親睦委員
富岡義勝様：来年 1 月 26 日ＩＭよ
ろしくお願い申し上げます｡早退
失礼致します｡
熊谷会長：南浦項ＲＣ創立 30 周年
記念式典に参加してきました｡
伊藤幹事：ザックジャパン、ブラジルまで後一歩
頑張れ！
黒田ＰＧ：秋田での地区大会にＲＩ会長代理とし
て出席してきました｡

前々回例会：職場訪問例会でした｡

村上会員：南浦項 30 周年出席の皆様、ごくろう
さまでした。
大澤会員：南浦項ＲＣ30 周年記念式典に出席しみ
な無事帰国しました｡
鈴木会員：京都の紅葉、楽しんできました｡雨の
京都も良いものです｡
小原会員：伊藤さん写真ありがとうございました
平光会員：韓国訪問団の皆様ご苦労様でした｡
奥様誕生祝：橋本会員（ありがとうございます）
≪姉妹クラブ委員会担当例会≫
大澤委員長
先週南浦項創立 30 周年記念式
典に出席。その時の感想を。
11/7 早朝八戸を出発、羽田か
らソウルへ、ソウルから浦項へ
5：00 過ぎに着きました｡その日
会員は歓迎会を受け楽しくすご
しました｡翌日九龍浦へ行き夜
は式典に参加して翌日浦項からソウルへ戻り、ソ
ウルで統一展望台へ行き北朝鮮を見て、翌日出発
し帰ってきました。参加者は会長と幹事、小原さ
ん石橋一男さんと私の 5 人でした。
熊谷会長：
記念誌を渡されました。大き
な会場で、来賓席に私 1 人ぽつ
んでみんなと別れ心細かったで
す。しかし隣が日韓親善会議で
お会いした校長先生の方で話し
かけてくださいました。反対の
隣が若い方で、台湾のクラブの会長さんで 30 歳
だそうです。ラフな格好でお国柄かと思いました。
式典の式次第がハングル語でよくわからなく、記
念品交換だけは分かったのですがスピーチがど
こかわからずスタンバイしていました。会場の雰
囲気ですが、300 人近い人で、ゲストもパストガ
バナー他、控室で話しかけられた日本の大学で勉
強をして今政府機関にいるという女性などもい
ました。はじめ３カ国の国歌斉唱、５人でしたが
大きな声で歌ってきました。そのあと權億壽会長
の挨拶、物故会員や表彰がありました。表彰はス
テージ脇の幹事が読み、会長は渡すだけでした。
一連が終わり記念品交換。こちらからは石橋忠三
郎さんのガラスの器、台座は塗物で見えるように
して渡しました。ガラスの何たるかを説明し、李
東均パストガバナーに訳してもらって伝えまし
た。あちらから貰ったのは螺鈿装飾の飾りです。
その後スピーチの番で、事前に送って有、翻訳し
て載っていますので、多少アレンジをして楽しか
ったです。初っ端「ヨロブン アニョンハセヨ」
と言ったら大喝采でした。最後は「カムサハムニ
ダ」で終わりました。席に戻ったら隣の方が拍手

して迎えてくれ滞りなく進みました。

そのあとの懇親会、セレモニーでケーキカット、
シャンパンがポーンと景気良くなり、皆さんどっ
と食べ物へと、食べてさっさと帰っていきました。
そのような習慣なのでしょう。滞りなくパーティ
は終了し帰ってきました。
伊藤幹事：
初めて韓国へ行ってまいり
ました。ついてからの熱烈歓
迎に感心しました。車も幹事
は幹事の車にと言われ、韓国
語は？英語は？と聞かれ、少しと言いながら対応
できず恥ずかしい思いをしました。２日目は石橋
さんがこっちに乗れよと言ってくれ、やはり前日
会話が続かなかったそうです。式典の件で一つ、
黒田先生からのお祝いの花、正面に飾ってありま
した。
二次会ですが最初の日は飲まなかったのです
が、2 日目は二次会、三次会と飲みすぎて、私の
歩くあとでコップが割れる音がして、酩酊状態で
した。次の日は二日酔いで朝食はジュース一口。
昼食会は楽しみにしていたカニのしょうゆ漬け
でしたが、これも臭いで具合が悪くなる状態でし
た。ホテルで休んだら、と言われましたが、午後
は何とか一緒に行動できました。行く前は浦項は
田舎かなと思っていましたが、大きな町でびっく
りして帰ってきました。一度は行ってみるべきで
す。なんとか無事に帰ってきました。
大澤委員長：現在の幹事さんはイ・サンピルさん
の息子でイ・ビョンホさんです。また浦項の人口
は 50 数万人、南浦項 RC の会員
は 150 人だそうです。
小原会員：
私は韓国がこれで 3 度目、最初
は仕事の関係で、次が 2000 年 5
月李東均ガバナーの時で地区大
会に行きました。前回は気楽な

立場で今回は来年のこともあり緊張しました。4
月に 8 人いらして、その時のメンバーが大部分で
もてなしてくれ気が楽でした。向こうのロータリ
アンはリッチで車も現代の高級車。レザーシート
で私など及びもつかないです。以前行った時、ソ
ウルのタクシーなどは運転が乱暴でしたが、今は
みなさんスムーズで空気もきれいで全体的に洗
礼された気がします。
石橋さんの伝言です。大阪国際大会の時に義理
の息子というのができて、この度の 30 周年の時
にその人の子供で、7 歳の女の子の孫に会ったそ
うで、そのことを伝えてほしいと言われました。
大澤委員長：
何よりも無事に終わってよかったと思います。
式典で 2、3 付け加えると、いつもですが韓国は
式典を大切に時間をかけます。そのあとは友情の
時間で、1 時間足らずで終わります。二次会は奥

様もたくさん参加します。いつもはチマチョゴリ
でしたが、今回はオレンジのブレザーでそれも良
いなと思いました。伊藤さんは食べると元気にな
りますので、一緒に統一展望台へ行きました。向
かい側に北朝鮮が見え時折銃声がします。それだ
け緊迫した状態だと感じました。いつもですが、
南浦項 RC は非常に温かく迎えてくれ、手厚くも
てなしてくれます。早速月曜日
にお礼状を送りました。
≪ロータリー情報委員会≫
三浦委員長
ＲＩの規定審議会立法案の件
ですが、メーリングリストで流
れてきました｡180 ある立法案の
うちの 23 案が取り下げになったとのことです｡詳
しくは後日お伝えします｡

