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
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例会場：八戸パークホテル
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第 1954 回 例 会 記 録
《国際奉仕委員会担当例会
（姉妹クラブ）》
2015 年 11 月 19 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1386

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

《会長要件》伊藤会長
《出席報告》大橋委員長
今朝の新聞に蕪嶋神社の仮設社
正会員数 47 名。本日の出席は出席
務所が来月開設される運びとなっ
免除会員 5 名を含む 28 名。出席率
たと言う記事があり、野澤会員の
67％です。30 名を切ってしまいま
写真も出ていました。韓国へ行く
した。前々回の例会は、メーキャッ
前にと思い 11 月 6 日に吉田幹事と
プ 2 名、出席率 76％でした。
一緒にお見舞いを申し上げてまい
につく、夜は私たちがご馳走しますから是非来てく
りました折に、奥様共々気丈に頑張るとおっしゃっ
ださい」と言われてきました。国際大会の登録料は
て居りましたが再建へ向けて着実に前へ進んでいる
12 月 15 日までに登録すると 310 ドルですが、その後
ようです。八戸南ロータリークラブとして改めてお
は最大 440 ドルになってしまいます。国際大会に参
見舞いにお伺いしますが、クラブとしても何かお手
加をお考えの方はお早めにご連絡下さい。
伝いをしたいと考えています。
11 月 11 日から 15 日まで南浦項ロータリークラブ
スポンサーバッヂ伝達
創立 33 周年のお祝いで韓国へ行って参りました。熊
谷国際奉仕委員長を団長に、長嶺ガバナーエレクト、
榊直前会長、三川会員増強委員長、清川会計、八面
六臂の活躍だった吉田立盛幹事と私の 7 名での訪問
でしたが、4 月に八戸へ来て下さった 5 名の方を中心
に手厚い歓待を受け楽しい 5 日間でした。今回は久
しぶりに浦項に 2 泊する日程を組みましたが、最後
の夜の大宴会の時に会長エレクトの崔さんが、浦項
に 2 泊してくれて本当にうれしかったと言っていた
豊川会員
のが印象に残っています。慶州の観光はあいにくの
雨でしたが、移動のバスの中での会員夫人たちのお
もてなしに頭の下がる思いでした。李 東均様には最 《幹事報告》平光副幹事
・例会変更のお知らせです、八戸 RC
初から最後まで私たち中心にお心遣いを頂き、黒田
12 月 16 日 ( 水 ) 時間場所変更、12 月
会員と東均さんとの強い信頼関係や、先輩の皆様が
23 日 ( 水 ) 祝日につき休会、メーキャッ
築いてきた友情の深さを感じさせられ、これからは
プ不可、12 月 30 日 ( 水 ) 任意休会
私たちが繋いでいかなければと責任の重さを感じ
・インドでのポリオワクチン投与活動
帰ってきました。この後の担当例会の中でビデオと
の御案内が届いています。事務局に置
写真を見て頂きますが、皆さんの笑顔が全てを表し
きますので関心のある方はご覧になってください。
ていると思います。
来年 2 月の予定になっています。
さて、来年 5 月のソウル国際大会ですが、ガバナー
・マイロータリーに 2016 年規定審議会提出立法案が
事務所より新しい旅行案が提示され一人でも多くの
アップされましたのでご覧ください。
方に参加してほしいとの案内が届いています。東均
・ハイライト米山、サイクルアイが届いています。
さんからも「八戸南からは何人来るんだ、我々は 50
・五戸 RC との合同クリスマス家族例会とガバナーエ
人位で参加するからソウルで待っています」と言わ
レクト壮行会の出欠表が回っています。
れ、会長の咸さんからも「5 月 28 日の昼過ぎに会場

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
伊藤会長 : 南浦項参加の皆様お疲れ様
でした。
鈴木会員 : 訪韓の皆様お疲れ様でした。
小原会員 : 南浦項 RC 創立記念例会出
席の皆様、お疲れ様でした。
蕪嶋神社の復興をお祈りします。
平光会員 : 韓国訪問の皆様おつかれさまでした。
《国際奉仕委員会》熊谷委員長
先程会長要件の中でお話がありまし
たが、先週 11 日水曜日から、日曜日
15 日まで最近にない長丁場でしたけれ
ども 5 日間の日程で、韓国南浦項ロー
タリークラブ創立 33 周年記念式典出
席のため訪韓してきました。まずはそ
の様子を見て頂きたいと思います。

ご覧いただいたような感じでしたが、相変わらず南
浦項クラブの記念式典と言うのは豪華ですごい迫力
で圧倒されましたが、40 周年、50 周年になったらど
うなるのか心配してしまうくらいの盛り上がりでし
た。先ほど会長が挨拶を失敗したとおっしゃってい
ましたが、どうしてどうして万雷の拍手で好評を博
していました。ああいう大人数の前で原稿を読んで
韓国語を言うのかと思っていたら、空でしゃべって
いたのですごいなと思いました。長嶺エレクトは急
遽式典の前に挨拶して下さいと言われ慌てていまし
たが、何とかホテルの部屋でご用意したのでしょう
か見事な挨拶でした。そのように厳かで豪華な中で
開催された創立 33 周年記念式典でした。南浦項クラ
ブの人数は今、150 人なんだそうですが韓国で 2 番
目の規模になっているそうで大分差を付けられたな
と言う気がします。南浦項クラブと言うと韓国では
知らない人がいないのではないかと言う規模になっ
ていてうらやましく思いました。33 周年記念式でも
新会員の紹介があり、新たに 5 人の新会員が入会式
をやっていました。新会員の人への記念品ですがう
ちのクラブでも真似をしたいと思いますが予算の関

係で無理かな ? これくらい大きなロータリーマーク
の中に時計が入った豪華なものでその他にゴルフの
優勝トロフィーのような物ももらっていました。あ
んな物をもらったらやめられないのではないかと思
い、一つの手だなと思いました。新聞などでは韓国
は経済的に厳しいと言うような事が報道されていま
すが、あの雰囲気、あの勢い、新会員 5 名と、今回行っ
てみてまだまだ韓国は元気があると思いました。先
ほどニコニコに皆さん「南浦項お疲れ様でした」と
言うメッセージを入れて頂きましたけれども、本当
に皆さんお疲れみたいで韓国へ行った 7 人のうち 4
人が休んでいますので、今日出席している伊藤会長
と長嶺エレクトからお話をして頂きます。
《伊藤会長》
ビデオで見て頂いた通り楽しんで参
りました。熊谷さんがおっしゃってい
た通り南浦項の式典は本当に盛大で、
行ったことのある方はご存知だと思い
ますが本当に圧倒されます。最初に
サックスを吹いていた方もプロの方だ
と思いますが、前回のオープニングは有名な歌手の
方ですごくお金もかかっていると思いますが、会員
数に比例しているのでしょう。私と尹さんとのツー
ショットの写真があったかと思いますが、尹さんが
耳元で「お前のクラブもすぐに 60 人、70 人になるよ」
と言うような事を英語で一生懸命言って下さったの
ですが、私の語学力が乏しいため尹さんは大変だっ
たと思います。式典では緊張しっぱなしでしたが二
次会ではあの通り盛り上がり初日は 24 時 30 分まで
楽しみました。多分二次会で最後までいたのは今回
が初めてだったのではないかと思います。いつもは
途中で私たちには別の所を用意しているからと連れ
て行ってもらっていましたが、今回は東均さんにお
誘いを受けた時に「申し訳ありませんが今日は台湾
の方々とももう少し楽しみたいので最後までここに
居たい」とわがままを言って楽しんできました。い
つもの店へは二日目の夜に連れて行っていただきウ
イスキーのボトルを 4 本空けて来ました。今回も吉
田立盛さんには色々な場面で活躍してもらい、彼が
居るのと居ないのとでは大違いです。本当に感謝し
ています。まだまだお話したいのですがこの辺で私
の報告を終わります。
《長嶺ガバナーエレクト》
お陰様で韓国へ行ってきました。先
ほどのお話にありましたように突然式
典の中で挨拶してくれと言われまして
戸惑ったのですが、伊藤さんに最初と
最後の韓国語の言葉を教えてもらい何
とか無事終えました。私はお客さんで
行っているつもりでしたが、ガバナーエレクトと言
う立場で皆さん見てくれていると言う事で、それな
りの行動をしなければいけないなと、これからはエ
レクトからガバナーになる訳ですから、気を引き締
めて、どこに行く時も油断しないように心づもりし
ていきたいと思います。どうもありがとうございま
した。

