
《会長要件》吉田立盛会長

　今日は第 10 回目の理事役員会が例会

前に行われ 5 月の例会プログラムを話し

合いましたが、よく考えてみますと次の

理事会では 6 月の例会プログラムを決め

るということで、私の年度も出口がやっ

とみえてきました。会長らしいことを何

一つしてなくて、時間だけが経っているような気が

しますが、皆様のご協力で何とかここまで漕ぎつけ

ることが出来ました。ありがとうございます。

　今日の例会は先日お亡くなりになられました畠舘

さんの思い出を石橋会員からお話しいただきます。

昨年お亡くなりになった山田さんにしろ畠舘さんに

しろ、私はまだ入会 6 年目ですし、若い会員の方な

どもあまりお話を聞く機会がなかったと思いますの

で、よい機会になればと思っています。石橋さんよ

ろしくお願いします。

　私の年度は情報発信というのをテーマに掲げてお

り、年度初めの会長要件でスマホの使い方なども皆

さんにお話ししますというようなことを言ったかと

思いますので、今日は便利なスマホの使い方をお話

しします。スマートフォンを使っている方も、いな

い方もいらっしゃると思いますが、これは実は電話

ではありません、よく携帯電話といいますが、電話

は機能の中の一つでそれ以外の役割の方が私の中で

は大きくて、例えばタクシーを呼ぶときなど、皆さ

んはご贔屓のタクシー会社があって電話一本で用が

足りるでしょうが、知らない土地でタクシーを呼ぶ

ときに、どこに連絡すればいいか、居場所をなんと

説明すればいいかなどという場面があると思います。

今は「どこでもタクシー」というアプリがありまし

てボタンを押すだけで自分の携帯から GPS を発信し

て、そこにタクシーが来るという便利なものがあり

ます。八戸では三八五さんがそのサービスを始めて

いるようなので是非使ってみていただきたいと思い

ます。

　年度内にあと一回くらい、もっと面白いアプリの

お話をしたいと思っています。

《本人誕生日》　　　　　　　　　《奥様誕生日》

原会員、西尾会員、平光会員　　西村会員

《結婚記念日》

田守会員、黒田会員

《幹事報告》平光幹事

・南グループクラブ対抗ボーリング大会

と懇親会の案内が来ています。5 月 20

日 ( 土 )15 時 30 分、ゆりのきボウル、

参加費 3,000 円、懇親会、さめ八、会費 ,

5,000 円です。

・地区研修・協議会の案内が来ています。

5 月 13 日 ( 土 ) 冨士屋グランドホール ( 十和田 ) 登

録料 10,000 円です。

・種市 RC 創立 50 周年記念式典の案内が来ています。

6月 17 日 ( 土 ) 洋野町区民会館です。

・ガバナーエレクト事務所より、会長エレクト研修

セミナーのお礼状が来ています。

・財団室ニュース、米山梅吉記念館より春季例祭の

ご案内が届いています。

・一葉会より新年度の役員のハガキが届いています。

・RI2820 地区土浦 RC 稲本会員よりお孫さんの心臓移

植についてのお願いのチラシが届いています。

・4月のロータリーレートは 1ドル 116 円です。

 

2016-17 年度ＲＩのテーマ「人類に奉仕するロータリー」
ＲＩ会長　ジョン・ジャーム（ ROTARY SERVING HUMANITY）

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　長嶺　康廣   ● 会長　吉田　立盛  ● 幹事　平光　清美  ●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/2016/
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　正会員数 40 名。本日の出席は免除

会員 6 名を含む 25 名。出席率は 74％

です。前々回の例会は、ＩＭ発表例会

で出席率 73％でした。

《出席報告》原委員長

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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 石橋職業奉仕委員長



《会員卓話》石橋会員

　皆さんこのネクタイを見て懐かしいな

と思われる方がいれば、その方々くらい

までは畠舘さんのことをよくご存知だと

思います。これは笹森 PG 年度にいただ

いたネクタイです。畠舘先輩との出会い

は、八戸青年会議所に入会した時で、そ

の後ロータリーに入会していろいろとお世話になり

ました。先輩を一言でいうと、苦労を乗り越えて今

日の成功をなさった方かなと思っています。多少とっ

つきにくいところもあったと思いますが、私も人の

ことを言えないようなとっつきにくい人間だとは

思っていますが・・・、心を開いてお付き合いすれ

ば非常に良い方だと思っています。畠舘さんは北海

道でお生まれになって、小学校 2 年生くらいまでは

いいところのお坊ちゃまだったようです。お母さん

は富山の士族の出で、そうゆう家庭で育てられまし

たが小学校 2 年生の頃に両親を相次いで亡くされ、

八戸の田面木の方の親戚に預けられたということで

す。そのころの半ズボンをはいた写真を米内さんの

所に持ってきて大きく引き伸ばしたという話を先日

米内さんから聞きました。預けられた先は貧しいと

ころだったようで、炭とか木の木っ端に字を書いた

りして一生懸命勉強なさったということです。尋常

小学校を終わって、2,3 仕事を変えて今の三菱農機

ですか、五戸の店の方に何年かお勤めになって、八

戸の今のところに三菱農機の方と合同で南部菱農を

立ち上げたというように聞いております。朝早くか

ら夜遅くまで働いて今の財を築いたということで、

かなり努力をなさったのではないかと思っています。

お向かいが南部食糧さんで、そこのお嬢さんが畠舘

さんの奥さんの先輩で、よく働くからあなた結婚な

さったらと紹介されて畠舘さんと一緒になったと聞

いております。奥さんの弟さんも前から会社にいて、

三人で今の財を築いたそうです。

　畠舘さんは子煩悩というか孫煩悩というか、子供

さんや孫さんを大事になさっています。長男の方は

伊藤会員と高校の同期で、東北大の工学部を出て今

は三菱農機の方に努めていると聞いております。お

嬢さんは二人いらっしゃいますが長女の娘さんが頭

が良くて、東大の工学部を出ているんだそうです。

受験の時に東大を受けるんだと言われ、よし、受かっ

たら 100 万円上げるからと、まさか畠舘さんも奥さ

んも受かるとは思ってなかったと思いますが、見事

合格して 100 万円をあげたといって喜んでいました。

まだまだお話したい事はありますが時間ですのでこ

の辺で終わります。

・緑の羽根の募金依頼が来ていますが、昨年と同じ

くニコニコより 3,000 円寄付さていただきます。

・第 10 回理事役員会報告、5 月のプログラム、5 月 4

日 (木 )祝日につき休会、5月 11 日 ( 木 ) 会員卓話、

5月18日(木)例会変更、5月21日(日)カワヨグリー

ン牧場でパークゴルフ、会費は会員 2,000 円、ご家

族 3,000 円、9時 45 分パークホテル第 2駐車場集合、

5月 25日 (木 )次年度会長担当例会(クラブ協議会)

です。今後の予定、6月 11日 (日 )にレクリェーショ

ンとしてボーリング大会を計画しています。

・山﨑会員より転勤に伴う退会届が提出され受理し

ました。

・来週は創立記念日例会で 18 時 30 分パークホテル、

その次の週は南宗寺でお花見例会ですのでお間違え

の無いように。

《ニコニコボックス》西尾委員

畠舘さんのご家族より頂戴した香典返

しをニコニコに入れさせていただきま

した。

吉田立盛会長 : 石橋会員の卓話とても

　　　　楽しみにしております。よろ

　　　　しくお願いいたします。

平光会員 :石橋会員よろしくお願いします。

近藤会員 : 平光さん、なつかしい写真ありがとうご

　　　　ざいました。

原会員 : ロータリーに入って 2 回目の誕生日です。　

　　　　ありがとうございました。

本人誕生日 :平光会員、原会員、西尾会員

奥様誕生日 :近藤会員、西村会員

結婚記念日 :黒田会員、田守会員

《規定審議・クラブ細則委員会》近藤委員長

　3 月 23 日の担当例会で改正された定

款細則の説明をさせていただきました

が、時間の関係で数か所省略させていた

だきました。その中で大事なところを落

としておりましたのでどうしてもお話し

したいと時間を頂戴いたしました。( 八

戸南ロータリークラブ定款細則第 5 条、第 2 節 (d)

本クラブは、標準ロータリーラブ定款第 15 条第 4 節

の規定にかかわらず、欠席による会員身分の終結は

無いものとする。この新しく追加した条文について、

追加した根拠を含め詳しく説明 )

《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4月号の縦組み4ペー

ジから、昨年 10 月の当地区の地区大会

記念講演の対馬ルリ子さんの講演要旨

が載っていますのでご覧ください。
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