
《会長要件》榊会長

　11 月 3 日から南浦項ロータリークラ

ブの記念例会に出席してきました。7 名

で行ってきましたがその時の記念品交換

で頂いてきたものです。こちらからはハ

リカさんにお願いして赤冨士の額を用意

してもらい交換してきました。今回の旅

行で感じたことは皆さんの助け合いでした。三浦さ

んのバックを吉田さんが運んだり、赤冨士の額を私

の代わりに赤穂さんに持ってもらったりと有難い事

でした。帰りも荷物の多い方の分を皆で代わる代わ

る持って無事帰ってきました。特に吉田さんは積極

的に台湾の方を初め南浦項の方とも交流をして色ん

な面で助かりました。3 日の夜遅くに韓国につきま

したが南浦項の方々とは翌日の夜から食事を一緒に

とり、三日目にはおやつ代わりにズワイガニをごち

そうになりました。李 東均さん、方 斗成会長はじ

め皆さんで出迎えしてくださいました。釜山の国際

市場は八食センターの 10 倍もある大きな市場ですが

活魚中心で水槽にはピチピチ魚が跳ねていて、食文

化も刺身をはじめ活魚が好きだと言う文化のようで

した。規模の大きさを含めびっくりして参りました。

今回は向こうの方々との交流と当クラブの 40 周年の

お誘いでうかがいましたが会長エレクトともう一人

の方が日本に行った時に交流を深める為に日本語を

習っているという事でした。言葉が通じると言う事

で益々交流が深まると思いますが私たちは会話が出

来るまでの韓国語は出来ません。李 東均さんの指示

らしいですが向こうの方は交流を深める為そこまで

努力しているという事でした。4 月 19 日には是非伺

いますと言う約束をして別れました。帰りには李 東

均さんの奥様もお見送りに来てくださいました。添

乗員の方も二次会、三次会まで同席し通訳をしてく

れましたので非常に楽しい時間を過ごすことが出来

ました。天気にも恵まれ久保田国際奉仕委員長の巧

みなリードで、楽しく明るい旅行をすることが出来

ました。南浦項訪問の概略で会長要件に代えさせて

頂きます。

《奥様誕生日》　　《結婚記念日》

熊谷会員　　　　米内会員　　　　小原会員

西村会員　　　　伊藤会員　　　　

《幹事報告》伊藤幹事

　先程行われた定例理事役員会の報告で

す。

・12 月のプログラムについて、12 月 4 日

( 木 ) クラブ年次総会（クラブ協議会）、

12 月 11 日 ( 木 ) ゲストスピーチ例会、

ゲストに八戸市相撲協会の川去さんをお

迎えしてお話をして頂きます。12 月 18 日 ( 木 ) ク

リスマス家族例会、18 時 30 分パークホテルです、

12 月 25 日 ( 木 ) 奉仕プロジェクト委員会担当例会

です。

・昨日第 1 回目の指名委員会が行われ会長ノミニー

に吉田会員を指名しました。

・例会変更のお知らせです。八戸 RC、12月 10日 (水 ) 

任意休会、12月24日(水) 時間変更、12月31日(水)

休会 ( メーキャップは出来ません )、八戸北 RC、11
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《出席報告》桜田委員長

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 28 名。出席率

76％です。前々会の例会は、出席

率 78％でした。

熊谷ＳＡＡ
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《三川会員》
　７名の南浦項訪問団の一人として行っ
て参りました。三年前は会長として先程
のビデオにありましたように緊張して
行ってきましたが、今回は榊会長、国際
奉仕委員長にお任せで気楽な気分で楽し
んで参りました。ビデオにありましたよ

うに榊会長の挨拶は三分の一程を韓国語でとうとう
と述べられまして、とても会場が盛り上がり、榊会
長の努力に敬服いたしました。先ほど会長のお話に
もありましたが二人くらい日本語を勉強していると
いう事で、日本語で会話も弾み、我々もハングルを
やらなければいけないと実感して帰ってきました。
初めての経験ですが三次会のカラオケで私の歌に
100 点が出ました。私の前の韓国の方も 100 点で非
常に盛り上がりましたが、韓国の方が 100 点を出し
た時には皆でチップをその方に上げたのですが、私
が100点を出したら、李 東均さんが私に逆に1万ウォ
ンを出せと言ってきたので千円札 1 枚を出してきま
した。このような形で三次会を盛り上げさせていた
だきました。

《石橋会員》
　今回はソウルではなく釜山から入りま
したので我々のペースで回ってきまし
た。浦項では船でポスコの周りを 1 時間
くらい回ってきました。今回はカニの食
べ放題で三年前はアワビとウニの食べ放
題でしたが、それだけだとそんなに食べ

られるものではありません。二次会では李 東均さん
が気を利かせて 30 分も居たか居ないかでメンバーの
息子さんがやっているカラオケ屋さんに行きました。
先ほど三川さんがチップを取られたと言いましたが、
私が歌った時には東均さんが私のおでこに 1 万ウォ
ンをペタッと貼り、自分のネクタイをはずして私に
鉢巻をしてそこに箸を二本はさんだスタイルで歌っ
てきました。今回の方会長は私の義理の息子ですが
孫にもあってきました。方会長が言うには会社の名
前を娘の名前に変えたら景気が良くなったと言って
いました。次の次に会長になる方が私の所に来て、
日本に行ったら私がスキー教えると言っていたと言
われましたが、どうだったか…この人は方会長と中
学からずっと一緒だと言う事で 48 歳と若い方です。
このように皆さんと仲よく交流してきました。

《三浦晃会員》
　国際奉仕委員長に私も参加すると宣言
したもので最後まで参加してきました。
記録としてビデオと写真を撮ってきまし
た。写真は後で回覧しますのでご覧に
なってください。

《久保田委員長》
　三川さんのチップはカラオ
ケ店の奥様に差し上げたそう
です。まだまだお伝えしたい
のですが時間になりましたの
でこれで終わります。お土産
に記念誌を頂いて来ました。
事務局に置いておきます。

月 18 日 ( 火 ) 場所変更
・先日も案内しましたが IM のお知らせが届いていま
す。12 月 6 日 ( 土 ) 14 時 30 分 グランドサンピア
八戸です。出欠表を回しています。
・2月 4日 (水 )に開催される「ジャパン・ロータリー
デーⅡin 東京」の案内が届いています。当日は RI
会長のゲイリー C.K. ホァンご夫妻がおいでになりま
す。
・サンパウロ国際大会の案内が届いています、資料
は事務局に置いてあります。
・ガバナー事務所より地区ガバナー選出のお願いが
届いています・
・レターボックスの中に手続要覧の訂正と地区要覧
の正誤表が入っていますのでご覧になってください。
・聖ウルスラ学院より弁論大会協賛のお礼状が届い
ています。
・ハイライト米山が届いています、事務局に置いて
あります。

《ニコニコボックス》平光委員長
榊会長 : 南浦項ロータリークラブへ訪問
　　　　してきました、今日は国際奉仕
　　　　委員長の久保田さん、参加され
　　　　た方の発表よろしくお願いしま
　　　　す。
伊藤幹事：韓国訪問の皆様お疲れさまで
　　　　した。
小原会員 :南浦項訪問の皆様、お疲れ様でした。
鈴木会員 :訪韓の皆様ご苦労様でした。
平光会員 :韓国訪問おつかれさまでした。
奥様誕生日 :熊谷会員
結婚記念日：小原会員、米内会員、西村会員、桜田会員、
　　　　　伊藤会員

《国際奉仕委員会》久保田委員長
　榊会長、赤穂副会長、三川会員、石
橋会員、三浦晃会員、吉田会員と私の 7
人で行って参りました。最初にビデオ
を見て頂いてその後皆さんからお話し
て頂きます。( ビデオ映像を見ながら久
保田委員長の楽しい解説 ) 方会長は朝
の４時まで飲んでいたという事でお別

れの時間に間に合わず追いかけてきました。それで
は参加者の皆さんからお話して頂きます。

《赤穂副会長》
　成田から 2 時間半で釜山につきまし
たが、そこには横断幕とバラの花を持っ
た南浦項クラブの皆さんの出迎えがあ
りました。南浦項ロータリークラブの
人数は 149 名、出席率は約 70％、平均
年齢 53 歳で会費は日本円で 13 万円く
らいだそうですが、人数が 150 名もいるのでそれで
賄えると言う事でした。式典で奥様方の数を数えた
ら 70 名くらい参加していました。前に行った時は民
族衣装でしたが今回はオレンジ色のユニフォームで、
とても素晴らしい式典でした。来年の 4 月に是非い
らしてくださいと言ってきましたので、その節には
皆さんよろしくお願いします。
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