2015-16 年度ＲＩのテーマ「世界へのプレゼントになろう」
ＲＩ会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン（ Be a gift to the world）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 鈴木 唯司 ● 会長 伊藤 斉 ● 幹事 吉田 立盛 ●コミュニケーション委員長 三浦 晃
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/
Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/
Facebook ページに「いいね！
」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2015/

四つのテスト

第 1949 回 例 会 記 録
《奉仕プロジェクト委員会担当例会》
2015 年 10 月 8 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1381

言行はこれに照らしてから

平光ＳＡＡ

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか 清川職業奉仕副委員長

《会長要件》伊藤会長
《出席報告》大橋委員長
先週は職場訪問例会で八戸市東部終末
正会員数 47 名。本日の出席は免除
処理場を見学して来ました。普段はなか
会員６名を含む 32 名。出席率 78％
なか見る事の無い施設で興味深い職場訪
です。前々会の例会は、メーキャッ
問でした。鈴木委員長さん、清川副委員
プ１名、出席率 74％でした。
長さんありがとうございました。10 月 3
日には八戸クラブの 60 周年があり多く
の会員の方に参加していただきありがとうございま
研究会の案内が来ています。地域セミナーは 12 月 1
した。11 月には野辺地クラブの 50 周年がありますの
日、ロータリー研究会は 12 月 3 日、4 日どちらも東
でこちらへのご参加もよろしくお願い致します。
京です。12 月 3 日のロータリー研究会では黒田 RI
さて、10 月は「経済と地域社会の発展」月間です。また、 会長ノミニー指名委員の報告がありますので是非皆
日本独自の米山月間でもあります。八戸クラブの記
さんご参加下さい。
念講演は「地域経済とグローバル経済」についての
お話でタイムリーなものでしたし、当クラブの職場 《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
訪問も地域社会の発展を感じられるものでした。米
伊藤会長 : 職場訪問例会お疲れ様でし
山につきましては来週の例会に米山記念奨学生をお
た。吉田委員長担当例会よろ
招きして卓話を予定しています。先ほど聞いていた
しくお願いします。
だいたラジオ放送でよろず相談の事をお話ししまし
吉田幹事 : 奉仕プロジェクト委員会担
たが、すぐ次の日に問い合わせの電話がありました。
当例会よろしくお願いします。
次回は 2 月に行いますと伝えましたが、よろず相談
平光会員 : 職場訪問例会、鈴木委員長
は市民に必要とされる事業だと改めて感じた次第で
ありがとうございました。
す。今日は奉仕プロジェクト委員会の担当例会です。 結婚記念日 : 石橋会員
吉田委員長よろしくお願いします。
《幹事報告》吉田立盛幹事
・弘前 RC より 60 周年のお礼状が届い
ています。
・ザ・ロータリアン誌が届いています、
事務局へ置いています。
・第 28 回全国ローターアクト研修会並
びに第 13 回アジア太平洋地域ローター
アクト会議の案内が来ています。2016 年 3 月 18 日
から 3 月 21 日、京都です。
・韓国ソウル国際大会の案内が来ています。2016 年
5 月 28 日から 6 月 1 日、韓国ソウルです。地区ナイ
トを 28 日に予定しているとの事です。
・ロータリー財団地域セミナーと第 44 回ロータリー

《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長
ロータリーの友 10 月号のご紹介を
します。皆様のレターボックスに入っ
ていますが 7 ページから 12 ページま
で「ロータリーは例会から」と言う記
事が載っていますので是非お読みに
なってください。素晴らしい記事です。
この後、平光さんからフェイスブックについてお話
をして頂きます。
《平光会員》
フェイスブックを皆さんご存知かとは思いますが、
長嶺ガバナーエレクトよりゆくゆくはガバナー事務
所のフェイスブックのページを作りたいと言う相談

を受けまして、まずは八戸南クラブ
のページを作ろうと思い作ってみま
した。そこで初めて気が付いたので
すがフェイスブックをやっていない
ロータリークラブがないのではない
かと思うくらい沢山のロータリーク
ラブがフェイスブックのページを持っていて、内容
としては毎週の例会の様子をフェイスブックで紹介
したりしています。私が作ったページはまだ始めた
ばかりですが八戸 RC の 60 周年に出席しましたと言
うものを載せております。フェイスブックをご覧に
なれる会員の方はビジター投稿と言うのが出来るの
ですが吉田幹事が先日ガバナー事務所関係の荷物を
引き取ってきた時の事を投稿しています。このよう
に色々な活動や毎週の例会の事を少しずつ載せて八
戸南ロータリークラブの情報を外にもわかって頂け
るように発信できたらいいなと思っています。フェ
イスブックの登録をしている方はフェイスブックの
検索で八戸南ロータリークラブと打ち込んでいただ
ければ見ることが出来ます。フェイスブックをやっ
ていない方はパソコンのホームページを見るように
URL のアドレスを入力して頂ければ見れます。アド
レスは来週の会報に記載しますのでご覧になってく
ださい。クラブのホームページのトップにも案内を
載せて頂くようにお願いする予定です。ご覧になっ
て気が付いたことがありましたらご連絡下さい。
《吉田立盛幹事》
開設したばかりの私たちのフェイスブックにすで
に韓国の二人の会員が「いいね」を押してくれてい
ます。会長の咸さんからもコメントがあり、今気が
付いたのですが記念式典の招待状もフェイスブック
に送られてきていました。このように、あっという
間に様々なクラブと親睦が図れるメリットがありま
すので、どうぞフェイスブックをやっていない方は
グーグルプレイという所から無料でダウンロードで
きますので使ってみください。
《奉仕プロジェクト委員会》吉田立盛委員長
今日は奉仕プロジェクト委員会担当
例会ですが、当クラブの 5 大奉仕プロ
ジェクトについてではなく、私自身が
まだ奉仕プロジェクトとはどういうも
のか勉強不足なのでマイロータリーと
いうウェブサイト、私の得意なインター
ネットを使って世界中のロータリークラブではどん
な奉仕プロジェクトが行われているかなどを紹介し
てみたいと思います。( マイロータリーを使って説
明 ) 見て頂いたのは「平和と紛争解決」という所の
マイロータリーからダウンロードできる PR ビデオで
すが、マイロータリーの中には動画や写真で英語が
分からなくても分かりやすく世界中のロータリーで
どういう活動をしているかと言う事が発信されてい
るので是非皆様にも見て頂きたいと思います。( マ

イロータリーの画面を使い言語の変換の仕方などを
説明 ) これはマイロータリーの中の奉仕プロジェク
トという所からダウンロードしたものですが、奉仕
プロジェクト委員会の役割と言うパンフレットのよ
うなものがあり、内容を見ると委員長の仕事はこう
いうものがありますよとか、書かれています。その
中にウェブサイトが必須になってできた新しいプロ
グラムにロータリーのフォーラムに参加すると言う
のがあり、実際に奉仕活動に参加しなくてもウェブ
サイトで討議が盛んにおこなわれていて、様々なテー
マに関してのフォーラムが立ち上がっていますので
皆さんにも見て頂きたいと思います。( 画面を使っ
て説明 ) このように色々なフォーラムがありますが、
例えば私たちの地区のフォーラムを立ち上げた場合、
私たちの地区内のクラブがその場を通じて積極的に
交流が出来たりします。中には、お互いのクラブの
例会についてやり取りしている例もあり、自分たち
の例会のあり方とか、自分たちのやっている各委員
会の取り組みについて意見を交わし、よりよいクラ
ブ活動、奉仕活動につなげていくみたいなことを
フォーラムを通じて世界中でやっているんだなと言
う事が分かりました。最後にポリオ撲滅の PR 動画を
見て頂きたいと思います。( 動画再生 ) 途中ですが
時間になりましたのでこれで終わりますが、このよ
うに世界中の活動がいつでも見れるマイロータリー
を使って、奉仕プロジェクトについての理解を、皆
さんも深めて頂ければと思います。

