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/

四つの反省

第 1982 回 例 会 記 録
《バッヂ伝達式例会》
2016 年 6 月 30 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1414

平光ＳＡＡ

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

《会長要件》伊藤会長
《出席報告》大橋委員長
6 月に入ってからカウントダウンをし
正会員数 44 名。本日の出席は免除会
ておりましたがいよいよ年度最後の例会
員 3 名を含む 28 名。出席率は 68％です。
になってしまいました。長いようであっ
前々回の例会は出席率 74％でした。
という間の一年でした。
一年間ありがとうございました。来週
最後の会長要件をお伝えします。今朝
からは原会員ですがしゃべらないそう
RI から届いたニュースレターからです。
です。
奉仕の最新情報、2016 年 6 月 つながり、協力、そ
して奉仕 『ロータリー親睦活動 : 情熱、友情、奉仕
天気だったようですが皆さん楽しまれたようです。
を一つに「友情は、ロータリアンがロータリーに入
今年度は吉田賢治親睦活動委員長のご協力で様々な
会し、活動を続ける上でひとつの大きな理由となっ
レクリェーションも行う事が出来ました。新しい試
ています。会員同士のきずなを強めるために、ロー
みとしてクラブの Facebook を立ち上げ例会の様子な
タリー親睦活動グループでは、共通の趣味や仕事を
どを早く広く発信する事が出来ました。担当の平光
もつ会員・ご家族・ローターアクトクラブ会員がほ
会員には本当にご苦労をおかけしました。吉田立盛
かの人びとと知り合える機会を提供しています。60
幹事を始め理事役員の皆様には多大なご協力ご指導
を超えるロータリー親睦活動グループでは、テニス
をいただき何とか会長と言う重責を務めることが出
やワイン、マラソン、クッキング、スキューバダイ
来ました。一年間の総括は年次報告書で述べさせて
ビング、キャンピングカー、ジャズからコンピュー
いただきますが、会長方針の中で触れた「普段着の
ターまで、さまざまな趣味を取り上げています。ロー
ロータリー」ですが私自身が会長と言う鎧に身を包
タリー親睦活動グループは国内外でのイベントやコ
み「堅苦しくてつまらない」例会運営だったと反省
ンテスト、会議などを開催し、会員がクラブや地域、
しています。次に続く若い会員の為に「一歩前へ」
さらには国を越えて長年にわたる友情を築けるよう
踏み出せたかどうかはわかりませんが八戸南ロータ
な場を提供しています。6 月はロータリー親睦活動
リークラブ第 42 代会長へバトンを渡すことできそう
月間です。ロータリー奉仕コネクションブログでは、
です。
奉仕活動をしながら新しい友人と出会える親睦活動
一年間、八戸南ロータリークラブ会長と言う貴重
グループについてご紹介しています。親睦活動グルー
な体験をさせていただきました。
プは、趣味を同じくするロータリアンやご家族の
改めて会員皆様のご協力に感謝します。どうもあり
方々、プログラムの参加者や学校 ( 過去の参加者 )
がとうございました。
に交流の場を提供することで、ロータリーでの体験
を地域社会の外へと広げていきます。」』と言う事で
《幹事報告》吉田立盛幹事
世界各国で行っているプロジェクトを紹介していま
最後の幹事報告です。一年間ありがと
す。このほかにも色々な記事が読めるニュースレター
うございました、何とか幹事報告させて
は My Rotary に登録する事により配信を受ける事が
いただきました。伊藤会長の足を引っ張
出来ます。身近に世界のロータリーに触れる事が出
る幹事だったのですけれども次年度頑張
来る My Rotary の活用をお願い致します。
りたいと思います。
さて、当クラブでの親睦活動ですが先週の年度末
・南グループの合同例会の出欠を回して
慰労例会には多くの会員、ご家族の皆様にご参加い
います。
ただき楽しい時間を過ごすことが出来ました。例会
・7 月のロータリーレートは 1 ドル 106 円です。
に先立って行われた南風会のゴルフもあいにくのお

・ザ・ロータリアン誌が届いています。
・レターボックスに次年度の委員会の編成表、年間
プログラム、2016 年度規定審議採択制定案、長嶺年
度の地区大会の案内チラシ、地区要覧が入っていま
す。

ますのでご覧ください。必要な方にはコピーをして
お渡ししますので、その際は私の方までお願い致し
ます。
《バッヂ伝達式》桜田副 SAA

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
伊藤会長 : 理事役員の皆様、会員の皆
様、一年間ご協力ありがとう
ございました。
吉田立盛幹事 : 皆様一年間ありがとう
ございました。次年度もよろ
しくお願いします。
鈴木会員 : 伊藤会長いろいろと有難うございました。
三浦晃会員 : 伊藤会長、吉田幹事、理事役員の方々、
大変ご苦労さまでした。
石橋会員 : 伊藤会長はじめ会員の皆様、1 年間ご苦
労様でした。
小原会員 : 伊藤会長、吉田幹事 1 年間お疲れ様でした。
山田会員 : 伊藤会長ごくろう様でした。吉田新会長 《ご挨拶》米内副会長
一年間ありがとうございました。副
よろしく。
会長としての出番が全くない一年間で
米内会員 : 伊藤年度おつかれさまでした。
如何に伊藤会長が素晴らしかったかと
熊谷会員 : 重ね重ね伊藤会長、吉田幹事、理事役員
言う事になると思います。次年度鈴木
の方々おつかれ様でした。
副会長よろしくお願いします。一年間
小笠原会員 : 会長、幹事お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
平光会員 :1 年間ありがとうございました。新年度よ
ろしくお願いします。
榊会員 : 伊藤会長本当に今日で終りです。ご苦労様 《ソウル国際大会報告》伊藤会長
国際大会に行ってきた時の写真を皆さんに御紹介
でした。
したいと思います。
清川会員 : 伊藤会長、吉田幹事をはじめ皆さん 1 年
間お疲れ様でした。
西村会員 : 伊藤会長、吉田幹事、役員の皆様一年間
本当にご苦労様でした。
《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 7 月号から三つほど
ご紹介します。第一番目は新年度の RI
会長メッセージ「人類に奉仕するロー
タリー」が 7 ページからありますので
是 非 お 読 み く だ さ い。次 に 27P に 第
2830 地区「職業奉仕は商家の家訓」と
いう長嶺ガバナーの紹介記事が載っています。これ
は熊谷さんが書いた紹介文です。最後に 59P に「地
区クラブ数・会員数・出席率一覧表」と言うのがあ
りますので是非お読みください。
《次年度からのお知らせ》平光次年度幹事
次年度幹事を務める平光です。次年
度のプログラムと委員会名簿を今日配
布させていただきましてレターボック
スに入れてありますのでご確認下さい。
来週は理事役員挨拶、クラブ協議会に
なっておりますのでご挨拶をお願いし
た方はよろしくお願いします。理事会の議事録を閲
覧、入手できるようになりました。理事役員会にご
出席いただいた方には今まで通り議事録をお配りし
ますが他の会員の方も閲覧、入手できるように事務
局のテーブルに黄色いファイルに入れて置いてあり

《国際奉仕委員会及び R 情報退会防止委員会》
熊谷委員長
詳しい事は活動報告書に載ると思い
ますのでゆっくりご覧になってくださ
い。今、会長がスライドを流してくだ
さいました。私どもの国際奉仕委員会
は今年度 2 回韓国の方と交流しました。
11 月の南浦項クラブの創立 33 周年記
念式典に参加、そして 5 月の世界大会、セレモニー
には出席出来ませんでしたが登録をして会場を見学
して来ました。11 月の時は 3 年に一度の南浦項クラ
ブとの再調印をさせていただき、私が日本側の立会
人を務めましたが初めての事で緊張しました。とい
うのも南浦項クラブはかつては当クラブと同じくら
いでしたが、今では会員 150 名ほどになり当日のセ
レモニーで新会員の方が 10 人位ならんでいました。
元気が全然違うなと言う印象を受けました。会場を
見ると若い会員さんがすごく多くてそれだけでも圧
倒される感じでした。そういう中で負けじと伊藤会
長が韓国語でご挨拶されたのですがやんやの喝さい
で少し雪辱出来たかなと満足致しました。長嶺ガバ
ナーエレクトですが次期ガバナーと言う事を韓国の
方々も皆さんご存知で、挨拶に対して大きな拍手を
頂戴していたことが印象に残っています。これが南
浦項の一回目で、先日の 5 月の訪問は吉田賢治会員
の方から楽しかったことをくれぐれも皆さんにお伝
えしたいというお話をいただいており、いつかその
機会がないかと思っていましたところ委員長報告の
中で出来そうです。先ほどのスライドの通り楽しく
て、2 泊 3 日が物足りない位でした。最初の訪韓は 4
泊 5 日でそれも飛行機の関係で、今回も飛行機の関
係で 2 泊 3 日でした。残念な事に久保田さんが別便
で行く事になっていて羽田経由だったものですから
大韓航空の事故の影響で空港が閉鎖になり行く事が
出来す残念でした。国際奉仕の小委員会と言う事で
米山は小笠原担当副委員長さんが担当され、ベトナ
ムの奨学生の方に来ていただいて例会を行いました。

クイズ形式を交え色々な活動を紹介して頂きました。
以上が国際奉仕委員会の報告で R 情報の方は先程伊
藤会長が My Rotary の話をされていましたが担当例
会の時にコンピュータを持ち込んでコンピュータが
苦手だと言う榊会員にマウスを持ってやってもらい
ました。今の時代どうしても通らなければならない
道になっていますので苦手ながらも触る事によって
覚えることもありますのでコンピュータに触れて頂
いて My Rotary に接続できるようになればロータ
リーの情報はいくらでも入ってきますので何事も My
Rotary からと言う事でございます。退会防止委員会
ですが、今年度伊藤会長が色んなレクリェーション
をやられました。パークゴルフ、麻雀、ボウリング
そして恒例のゴルフ大会もありすごく楽しかったで
す。何というかロータリーの魅力の一つとして楽し
さと言うのがあると思うので、楽しいロータリーを
目指された伊藤会長は素晴らしいなと思います。非
常に楽しい一年間を過ごさせていただきました。楽
しければ止めようと言う気にはならないのではない
か、退会防止をうたうより楽しい事をやる事が一番
の退会防止ではないかと言う感じを受けました。

最後の点鐘

