
《出席報告》大橋委員長
正会員数 45 名。本日の出席は免除会
員 5名を含む 31 名、出席率 78％です。
前々回の例会は任意休会でした。先週
仕事で関西方面へ行って参りました
が、向こうと比べてこちらは凄く寒い
と改めて感じています。皆様、風邪な
どひかないように気を付けて来週の出
席もよろしくお願いします。

《ビジター》

山村和芳 様（八戸ＲＣ）

《会長要件》伊藤会長

　2 月 13 日のよろず相談では 9 組の市

民の皆様から 10 件のご相談を受けま

した。1 件につき 30 分の予定で進めて

いましたが中々時間内で終わらず 1 時

間近く相談を受けた方もいらっしゃい

ましたが、皆様お帰りの際には感謝の

言葉を述べられており、改めて必要とされている奉

仕活動であることを実感いたしました。相談員をし

て頂いた会員の皆様はじめお手伝い頂いた皆様あり

がとうございました。

 2 月 23 日にラビンドラン会長より、ロータリーは

創立 111 周年を迎えました、と言うメールが届きま

したのでご紹介します。『今日、ロータリーは創立

111 周年を迎えました。この機会をお借りして、皆

様がロータリーで築いた友情、そして、より良い地

域社会を作るために「世界へのプレゼント」となっ

てくださったことに、心より感謝申し上げます。創

立記念にちなむ活動や行事をまだ行っておられない

場合は、ぜひ時間を割いて、この 1 年間に活動を通

じて地域社会に変化をもたらせたことへの喜びを分

かち合っていただけますようお願い致します。』と言

う事です。来る 4 月 19 日の当クラブの創立記念の時

には、ロータリー創立 111 年のお祝いも一緒に出来

るよう企画したいと考えています。

 いよいよ来週 3 月 5 日の土曜日に当クラブがホスト

クラブとなって「RI 第 2830 地区 2015-2016 年度会

長エレクト研修セミナー」が開催されます。本日の

例会は当日の流れなどを確認しながらの PETS 打合せ

例会となりますので、よろしくお願い致します。

 皆様のお手元に新聞のコピーがあるかと思います

が、これは今朝の東奥日報紙に載った三川会員の紹

介記事で、作歌は「自己探求の道」と言うものです。

以前、三川会員からお話して頂きました歌集の紹介

が載っており、出来上がった歌集が皆様のレターボッ

クスにも入っています。後ほど三川会員から一言頂

戴いたします。

《奥様誕生日》

法官会員

《幹事報告》吉田立盛幹事

・例会変更のお知らせです。八戸 RC、3

月 6 日 ( 水 ) 時間場所変更、3 月 30 日

( 水 ) 任意休会、八戸北 RC 3 月 1 日

( 火 ) 任意休会、3 月 22 日 ( 火 ) 時間

場所変更、3 月 29 日 ( 火 ) 任意休会で

す。

・3月のロータリーレートは 116 円です。

・青森北東RCより創立50周年の案内が届いています。

4月 16 日 ( 土 )、ホテル青森です。

・RI2830 地区インターアクト年次大会のお知らせで

す。9月 10 日、11 日、弘前市「星と森のロマントピア」

です。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

伊藤会長 : よろず相談、お陰様で無事

　　　　終了いたしました。三川先生、

　　　　素敵な歌集ありがとうござい

　　　　ました。

鈴木会員 : よろず相談会、皆様有難う

 

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/

平光ＳＡＡ

第 1966 回 例 会 記 録
《ＰＥＴＳ打合せ例会》
2016 年 2月 25 日（木）

点鐘　12：30
レポート No.1398

四つの反省
１）真実だったか どうか

２）みんなに公平だったか

３）好意と友情を深めたか

４）みんなのためになったか どうか 鈴木職業奉仕委員長



招集しないで、DVD を用いて RI 会長方針や地区の方
針を、ガバナー補佐や各委員長の皆様に配布し、DVD
を見ながら勉強して各自の目標を立てて PETS にお集
まりいただくことになっています。この DVD は、一
部ではありますが後ほど皆様にも見て頂きたいと
思っています。さて PETS ですが、地区要覧には「ク
ラブ会長エレクトが責務について学び、ガバナー補
佐とともに目標設定にあたる。」とあります。PETS
に出席するといよいよ自分の会長年度が始まるんだ
なと、気が引き締まる大事な会議です。今年の PETS
はプログラムでもお分かりいただけるように、例年
より時間が短くなっていますが、これは PETS に先
立って、次年度の会長、幹事の皆さんは RLI( ロータ
リー・リーダーシップ研究会 ) に参加して、しっか
りと勉強をなさっていると言う前提でプログラミン
グされております。このように RLI と言うのはとて
も大事な研修会であり、今年は八戸で開催されます
ので、次次年度の会長、幹事さんだけではなく、若
い会員の皆様にも是非参加する事をお勧めします。
参加する事により他のクラブではどの様な事をして
いるか知る事も出来とても勉強になります。ぜひ参
加してください。

(ＤＶＤの一部紹介 )

　　　　有難うございました。
山田会員 : 一身上の都合により南 RC 喫煙クラブより
　　　　退会致します。
村上会員 :ご無沙汰しております。
三川会員 : 小生の歌集レターボックスに入れてあり
　　　　ます。ニコニコ 1,000 円よろしくお願いし
　　　　ます。
榊会員 :赤穂様「バチ」ありがとうございます。
平光会員 :よろず相談おつかれ様でした。
橋本会員、小原会員、下田会員、榊会員、平光会員、
清川会員、西村会員、吉田賢治会員：
三川先生歌集ありがとうございました
奥様誕生日 :法官会員

《三川会員》
　やっと私の第二歌集が出来、皆様にお
届けする事が出来ました。これで私の著
作は三冊目です。一冊目は「白嶺」と言
う歌集で二冊目は「カルテ余白」と言う
エッセイ集で三冊目が「エントラッセン」
と言う今日の歌集です。いずれもロータ

リーに入ってからの作品で、3 作とも南ロータリー
クラブ会員の皆様の支えがあってこそ、こうして世
に出すことが出来たものと会員の皆様に感謝してお
ります。どうぞこれからもよろしくお願い致します。

《PETS 打合せ》伊藤会長
　PETS 打合せと言う事で当日の流れなどをお手元に
あるプログラムに沿って進める事にしておりますが、
その前に PETS 等について少し説明させていただきま
す。PETS の前に地区チーム研修セミナー (DTTS) と
言うものが行われます。地区チーム研修セミナーと
言うのは手続要覧によりますと「ガバナー補佐と地
区委員会リーダーが、役割と責務について学び、地
区リーダーシップチームとともに、地区目標および
地区リーダーシップ・プランの設定にあたる。」とあ
ります。この会議を行ってから PETS に臨むことに
なっていますが、今年度は新たな試みとして会議は
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