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 1953 回 例 会 記 録
《会員卓話例会》
2015 年 11 月 5 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1385
《ビジター》
矢橋 潤一郎
山村 和 芳

様
様

( 札幌東 RC)
( 八戸 RC)

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

鈴木職業奉仕委員長

《出席報告》大橋委員長
正会員数 47 名。本日の出席は免除会員 6
名を含む 32 名。出席率 78％です。前々
回の例会は秋の家族例会でした。私は参
加できませんでしたが、会報を見るとお
いしそうな料理で、皆さん楽しそうで出
張先の仙台での立ち食いソバとはかけ離れていて、
うらやましく思いました。

《会長要件》伊藤会長
皆様ニュースでご存知とは思います
が、野澤会員の蕪嶋神社が火災になり
全焼しました。先ほど見て参りました
が本殿は跡形もなく鳥居が残っている
さて、今日メーキャップにお越しの矢橋さんはフェ
だけでした。新年互礼例会、蕪島清掃
イスブックを通じてご連絡を頂きました。後ほどお
奉仕など折に触れお世話になりました
話をして頂きたいと思います。まだ立ち上げたばか
が、大変残念です。心からお見舞い申し上げます。
りのフェイスブックですが、クラブの広報ツールと
11 月はロータリー財団の月間です。26 日の例会はロー
して大きな可能性を感じさせるものです。クラブの
タリー財団の担当例会になっていますので委員長の
フェイスブック立ち上げに伴いフェイスブックを始
小原さんよろしくお願い致します。
めた会員も増えています。管理をしてくれている平
先月届いたメールから一つご紹介します。これは 8
光さんにはご面倒をおかけしていますが、引き続き
月の会員増強に関する報告の一部で、会員増強月間
よろしくお願い致します。
にちなみ「ロータリー入会の理由と会員として留ま
来週は南浦項ロータリークラブの創立 33 周年に出
り続ける理由」というアンケートに寄せられたもの
席のため任意休会とさせて頂きました。７名のメン
です。「私はポリオ患者です。ポリオに感染してもう
バーでお祝いしてきたいと思います。昨夜、柴先生
70 年になります。最初の 2 年間は毎日パジャマで過
の所で少し勉強してきました ( 韓国語の挨拶を披露 )
ごさなければならないほど、状況は最悪でした。思
南浦項の皆さんこんばんは、創立 33 周年おめでとう
春期にさしかった 12 歳のとき、もう生きているのが
ございます、と言うような内容ですがはたして通じ
辛くなって、天国へ連れて行ってくれと神に祈りま
るでしょうか、引き続き祝辞を日本語で述べる予定
した。けれど神はそうはしてくれませんでした。私
です。
はよぼよぼの老人となり、何年も前小児病院で会っ
た子どもたちと同じ症状にさいなまれています。今 《本人誕生日》 《奥様誕生日》
でもポリオが残る国でポリオに感染してしまった子
どもたちの写真を見て、私がどう感じるか。泣いて
もどうにもならない、心が引き裂かれる思いです。
子供たちが健康な体を取り戻すために私に何ができ
るのか。それ以前に、ポリオに感染しないようにす
吉田賢治会員
橋本会員
熊谷会員
るにはどうしたらいいのか。数年前、ポリオ撲滅に
力を注ぐ団体があると耳にしたとき、胸が高鳴り、 《結婚記念日》
すぐに入会したいと思いました。以来、ロータリー
で活動し続けることは、これまで生きてこられたこ
とに対する一つの恩返しなのです」皆さん、ポリオ
撲滅はもうそこまで来ています。力を合わせて達成
しようではありませんか。
小原会員
米内会員
吉田立盛会員

《幹事報告》吉田立盛幹事
・第 5 回定例理事役員会報告
◎12 月のプログラムについて審議し承
認されました。
◎西村会員から退会届が提出されまし
た。12 月いっぱいで退会されます。
◎野澤会員へのお見舞いは規定の 1 万
円の他にニコニコより 5 万円支出する
事を承認しました。韓国から戻ってからの 19 日の例
会でニコニコへのご協力をお願いします。個人的に
お見舞いに行かれる方もいらっしゃると思いますが、
行けない方は会長がお預りしてお届けしますのでよ
ろしくお願いします。
・例会変更のお知らせです、八戸中央 RC 11 月 16 日
( 月 ) 八戸西 RC( 仮称 ) との合同例会につき時間変
更。
・国際ソロプチミスト八戸より 40 周年祝賀会参加の
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。

を一日頂き、北海道に来年新幹線がきますが、私は
東北新幹線にまだ一度も乗った事が無いのでこれを
機にちょっとだけ乗ってみようと思い、ちょっとだ
け乗ると八戸が出てきたので、八戸に来るのであれ
ばご当地のロータリークラブさんにご挨拶をしなけ
ればと言う事で、本日メーキャップにお邪魔させて
いただきました。
先程会長さんのお話でありましたフェイスブック
でございますが、私、今年度 JIRIC という全国ロー
タリアンインターネット協議会という、全国で IT と
いうかパソコン通信の頃からの愛好者の集いですが、
そのロータリアンの集まりの幹事を仰せつかってお
ります。そちらの方にもご興味があればご加入いた
だければ幸いです。札幌東ロータリークラブは毎週
木 曜 日、今 日 で す が、し か
も札幌パークホテルという
同じようなところで例会を
やっております。ご出張の
折にはメーキャップをお願
い致します。本日はどうも
有難うございました。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
伊藤会長 : 来週韓国へ行ってきます。
平光さん写真ありがとう。
《会員卓話》吉田立盛会員
吉田立盛幹事 : 本日の卓話よろしく
きょうは会員卓話で何を話そうかと思いましたが、
お願いします。
私がやっている社会福祉法人「養正会」という福祉
鈴木会員 : 薬物乱用防止啓発活動に
の仕事について皆さんにご紹介したいと思います。
よ り、厚 生 労 働 大 臣 感 謝 状
福祉の世界、特に私のやっている障がい者福祉とい
を頂きました。
うのは中々なじみのない世界だと思います。これを
黒田会員 : 矢橋潤一郎様、ようこそお出で下さいました。 機会に皆様に障がい者福祉の世界を少しでもご理解
いただければと思います。( スライドを使いながら
赤穂会員 : 写真どうもありがとう。
障がい者福祉の世界について愛情たっぷりに色々な
小原会員 : 平光さん写真ありがとうございます。
エピソードを交えながらお話して頂きました。)
熊谷会員 : 平光さん写真ありがとうございました。
平光会員 : 矢橋様、ようこそおいで下さいました。
吉田賢治会員 : 平光さん写真どうもありがとう。
矢橋さまようこそ !
本人誕生日 : 吉田賢治会員
奥様誕生日 : 橋本会員、熊谷会員
結婚記念日 : 小原会員、米内会員、伊藤会員、
松田会員 (10 月 )
《ロータリー財団委員会》小原委員長
先程会長要件でもございましたように
11 月はロータリー財団の月間ですので皆
様ご協力をよろしくお願いします。今月 《フェイスブック担当》平光会員
フェイスブックについて少しお話をさ
のロータリーレートは 120 円です。一時
せて頂きます。時間がなくてゆっくりお
よりは若干有利なレートだと思います。
話しできないのでフェイスブックを知っ
本日大橋会員よりご寄付を頂きました、
ている方にしか分からないかもしれませ
ありがとうございました。
んが、一月ほど前からフェイスブックに
八戸南ロータリークラブの例会の記事を
《ご挨拶》矢橋潤一郎様 ( 札幌東 RC)
載せていまして、例会に参加している方の中で許可
札幌東ロータリークラブの矢橋でご
を頂いている方の名前を一緒に載せています。そう
ざいます。貴重なお時間をどうもあり
しますとその方の個人のページにも反映され、例え
がとうございます。私、仕事は航空写
ば伊藤さんは八戸南ロータリークラブの例会に参加
真測量の会社で、北海航測と申しまし
していましたと言うような事がタイムラインという
て、北海道札幌市で経営しております。
所に載り情報が広がります。私とフェイスブックの
当社のメインバンクが青森銀行でござ
友達になっていない方で名前を載せてもいいと言う
いまして先代の社長からずっとお付き
方がいらっしゃいましたら友達になってください。
合いを頂いております。年に一度県外の取引先を青
私が管理していますので私と友達になった方を載せ
森の方にお招きいただくと言うのが昨日ございまし
ていますのでよろしくお願いします。
て、昨夜のうちに帰っても良かったのですがお休み

