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 1967 回 例 会 記 録
《年祝い例会》
2016 年 3 月 3 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1399

言行はこれに照らしてから

平光ＳＡＡ

《ビジター》
平山 秀司 様 ( 八戸東 RC)
《会長要件》伊藤会長
3 月は水と衛生の月間です。昨年 10
月の職場訪問例会では八戸市東部終末
処理場を見学し我が町の下水道事情に
ついて学び、改めて水のありがたさを
痛感したことも記憶に新しいところで
す。当 2830 地区ではグローバル補助
金を活用した事業として、タイでの浄水器設置プロ
ジェクトを行い成果を上げておりますが、今年度も
継続事業として行われ、来る 3 月 16 日から約一週間
の予定で長嶺ガバナーエレクトも同行する事になっ
ています。地区研修・協議会など様々な場面での活
動報告では如何に現地の方々に喜ばれているか聞い
てはおりますが、今回は長嶺ガバナーエレクトから
生の報告を聞くことができるのではと楽しみにして
います。
さて今日は年祝例会です。チャーターメンバーの
畠舘会員が今年米寿を迎えられますのでお祝いした
いと思い計画したところ、先月の理事役員会で、年
祝であれば還暦を迎えられる方や古希を迎えられる
方もいらっしゃるのですが、60 才 70 才はまだまだ
現役と言う事で、地区での長寿ロータリアンのお祝
いに該当するときにクラブでもお祝いしたらどうか
との提案があり、次年度からは 80 才、90 才の節目
の時にお祝いする事といたしました。今日は残念な
がら畠舘会員はお休みですが、80 才以上の会員の皆
様の長寿ロータリアンのお祝いを一緒にしたいと思
います。金田会員、山田会員、高橋会員には後ほど
お話をして頂きたいと思いますので、よろしくお願
い致します。
《本人誕生日》

下田会員

《奥様誕生日》

米内会員、赤穂会員、小原会員、
慶徳会員、松田会員

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 45 名。本日の出席は免除会
員 5 名を含む 30 名、出席率 75％です。
前々回の例会はよろず相談報告例会
でした。今朝、私の会社の前で市営
バスと乗用車の衝突事故がありまし
た。道路がツルツルです、皆様お気
を付けください。

《結婚記念日》

赤穂会員、三浦晃会員、久保田会員
慶徳会員、鈴木会員
《幹事報告》吉田立盛幹事
・第 9 回定例理事役員会のお知らせで
す。4 月のプログラムについて審議し
承認されました。その中で 4 月 14 日
( 木 ) の創立記念例会が変更になりま
したのでお知らせします。4 月 16 日
( 土 )18 時 30 分、会場は「ぼてじゅう」
です。例会に先立ちまして 15 時より親睦ボーリング
大会を行います。
・インターアクトの翼の報告書が届いています。
《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
平山秀司様 : ニコニコ
伊藤会長 : 畠舘会員、金田会員、山田
会員、高橋会員おめでとうご
ざいます。
吉田立盛幹事 : 金田会員、山田会員、
高橋会員、畠舘会員、本日
はおめでとうございます。
山田会員 : 今度こそは !
高橋会員 : 長寿ロータリアンありがとうございます。

平光会員 : 本日スピーチをしていただく皆様、よろ
しくお願いします。
橋本会員、金田会員、鈴木会員、石橋会員、大澤会員、
久保田会員、小原会員、米内会員、清川会員、大橋会員 :
長嶺ガバナーエレクト、ネクタイ、ピンバッヂあ
りがとうございました。
金田会員、石橋会員、大澤会員、熊谷会員 :
三川先生、歌集ありがとうございました。
本人誕生日 : 下田会員
奥様誕生日 : 慶徳会員、赤穂会員、小原会員、
米内会員、松田会員
結婚記念日 : 慶徳会員、鈴木会員、赤穂会員、
久保田会員
《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 3 月号 40P に「会員増
強奮闘記」と言う鈴木ガバナーの記事が
載っていますので読んでください。29P
の国際協議会での集合写真に長嶺ガバ
ナーエレクトが写っています。
《ロータリー財団委員会》小原委員長
本日、大橋会員から 100 ドルの寄付
を頂きました、ありがとうございます。
3 月のロータリーレートは 116 円です
のでよろしくお願いします。また、ポ
リオの寄付が不足していますのでよろ
しくお願いします。

した。その意味は「学問でも人生でも、一つの山を
乗り越えたと安心してはならない。さらにはるか彼
方を見ると、次々に人生や学問の山々が連なってい
る。学問だけでなく、人生も同じだ。一生努力する
事が大事だ」という意味です。私の大好きな言葉です。
深く感銘を受け私の人生訓にしています。
次はロータリークラブの事ですが、大学の大先輩
の初代会長渡辺英敏先生と５代会長の梅原裕先生が、
ある時、突然、私の家にお出になり、ロータリーへ
の入会をすすめられました。私は尊敬する大先輩の
お話を断り切れず入会し、昭和 50 年には南ロータ
リー第 14 代会長を仰せつかりました。しかし、この
年度は二つの大きなイベントがありました。「韓国南
浦項クラブとの姉妹提携の第一回目の再調印式」も
う一つはソウルの「国際大会」です。しかし、会員
の皆様のご協力で無事、調印式をすませ、国際大会
にも出席して参りました。
その他、ロータリークラブのお陰でオーストラリ
アの交換女子学生、メラニー・ブロックのホーム・
ステイを引き受けた縁で、オーストラリアのメラニー
の結婚式に招かれたり、メラニーの御両親が八戸に
来たりして、今でも楽しい思い出として残っており
ます。
私もロートルになりました。「これからは、皆様の
邪魔にならないよう。又、迷惑をかけないよう気を
つけなければならない」と思っております。よろし
くお願いします。まとまりのない話で申し訳ありま
せん。これで終らせて頂きます。ありがとうござい
ました。

《長寿ロータリアン》
《金田会員》
《山田会員》
いつの間にか私も馬齢を重ね 86 才に
格調高いお話の後で大変やりづらい
なりました。「今日は何でもいいから話
のですが、山田政信、そう簡単には引
をして下さい。」という事ですが、何を
き下がれません。私も昭和一桁生まれ、
話せばいいのか大変とまどっておりま
当年とって 83 才になりました。いたっ
す。 私は子供の頃、非常に体が弱く、
て簡単に自立し、今は後悔が先に立っ
「ハシカ」や「風疹」
・
「水痘」
・
「おたふく」
・
ていますが「政信、サラリーマンをやっ
「風邪」が流行するといつも真先にかかるので「人間
たのでは蔵が立たないぞ」という父の教えを背中に
モルモットだ」「青ビョータンだ」と云われておりま
受けまして、やってやろうじゃないかとこの八戸の
した。しかし小学校に入学してからは少しずつ丈夫
地で、自分の独立の道を見出すべく、腰を据えて 52
になりました。そういうわけで私は「子供の頃から
年になります。今は従業員約 41 名の人間が、なんと
医師になりたい」と思っておりました。
かご飯を食べるこのできる環境を作ることができま
昭和 32 年３月東北大学医学部を卒業し、八戸に帰
した。これも偏にロータリーの皆さんの教えがあっ
り、現在、朝市が立っている鍛冶町の「祭リング広場」 たればこそと、考えております。
に八戸市民病院の前身の公立三八城病院がありまし
私も簡単にロータリーに入った訳ではございませ
た。そこで一年間研修医の生活を送り、東北大学の
ん。私の青年会議所の友人に、村山昌治という青年
消化器内科にもどりました。そして、昭和 38 年に八
会議所の理事長を二期務めたポン友がおりました。
戸市民病院の副院長待遇で八戸に帰って参りました。 同じ昭和 8 年の生まれです。彼が青年会議所を 40 才
昭和 43 年 12 月に神明宮の隣の現在地に、八戸赤十
のリミットで卒業した時に、何をやろうかという事
字病院に勤務していた耳鼻科の家内と一緒に開業し
になり、そういえばここにはライオンズがまだない
ました。その時、私の恩師の黒川利雄教授に開業の
ので、それをやろう、と言い出した事が、そもそも
御あいさつとお世話になった御礼に行ったら、先生
の始まりでした。
は我々学生に以前、講義の合
ここパークホテルを会場としている白鴎ライオン
間に話された先生の人生訓「山
ズのチャーターメンバーとして入りました。２年間
上に山在り山又山」「山上在山
やってみまして、私の性格に合わないと思い、辞め
山又山」を忘れず頑張りなさ
て一週間も経たない内に、ここでご飯を食べていた
いと激励され、恩師とはあり
時に、青年会議所時代の悪友達、ここにいらっしゃ
がたいものだと深く感動しま
る橋本精二さんもその１人ですが、「二階にこい。た

だ飯を食わせる」私はこのただ飯というのに非常に
弱く、ご飯を食べさせてもらったその場が、バッヂ
伝達式でございました。
何も解らず、あの時は入りました。種市先生に呼
ばれて、ロータリーというのはどういうものか、こ
んこんと言って聞かされて、これはますます僕の入っ
ている場所ではないなと思いました。その時呼ばれ
たのが、悪友三羽ガラス、今は亡き根城進、今はスリー
ピング会員ナンバー１の音喜多烈、そして山田政信、
八戸工業の三人でした。
大学も終わらない、一国一城の主にしては、決し
て格調の高い事を論ずるような人間ではございませ
んでしたが、男気だけは人一倍あったつもりでした。
何と言われても、よしやろう、とロータリーに燃えて、
７年間、無遅刻無欠勤でしたが、当時ロータリーに
はスリーピングタイムというものがありませんでし
た。仕事が忙しく、二ヶ月くらい休ませてもらいた
いと、申し出たところ、辞めろと言われ、辞めて二ヶ
月経った頃に、黒田先生より呼び出しがかかりまし
た。「南浦項に行かなければならないが、人がいない。
バッヂを持っているか」と言われ、退会しているに
も関わらず、バッヂを付けて南浦項に行きました。
それが運の尽きと申しましょうか、南浦項には二十
何回も行った経緯がございます。誰よりも多く、浦
項の人達には色々と引き回しを頂戴したという経験
もございます。
一生懸命のめりこんでいきますと、勉強になるの
は、ロータリーでした。あまり上手な事は言えませ
んが、私なりにロータリアンとしてしっかりと勉強
させていただいていると感じております。

この後の余生、あと何年生きられることかわかり
ませんが、皆様のあたたかい友情をもって、お引き
回しをいただければ、ありがたいと思います。90 才
の時にも、またお祝いしていただけるよう、体を維
持していきたいと思っておりますので、よろしくお
願いいたします。
《高橋会員》
３月に入りまして、暦の上では春で
すが、寒暖の差があんまりありすぎて、
まだ寒いですね。
私 は ロ ー タ リ ー に 入 会 し て 20 年
ちょっと経ちました。昨年９月８日、
長寿ロータリアンとして表彰されて、大変ありがた
く、感謝申し上げます。表彰の内容はこれからもお
元気でロータリーライフをお楽しみくださいとあり、
何か年寄りになったみたいで、まだピンと来てはお
りません。今は何の協力もできてはいませんが、今
後ともよろしくお願いします。
長寿ロータリアンの皆様

高橋会員、山田会員、金田会員

