2017-18 年度ＲＩのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
ＲＩ会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー（ 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 佐々木 千佳子 ● 会長 米内 安芸 ● 幹事 吉田 賢治 ●コミュニケーション委員長 大橋 央雅
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/

第 2037 回 例 会 記 録
《国際奉仕委員会（米山）担当例会》
2017 年 10 月 5 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1469
《ゲスト》
地区米山委員長
野坂 幸子様 ( 野辺地 RC)
米山記念奨学生
シースワン・アピラパーさん

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

久保田職業奉仕委員長

《出席報告》原会員
正会員数 38 名。本日の出席は免除
会員 3 名を含む 24 名。出席率は 69％
です。前々回の例会は、出席率 62％
でした。

《配偶者誕生日・結婚記念日》 《結婚記念日》
《会長要件》米内会長
10 月は経済と地域社会の発展と米山
月間になっています。米山の前に先に経
済のお話を、見た方もあると思いますが
直前会長の吉田さんの新しい仕事を立ち
吉田立盛会員
石橋会員
桜田会員
上げたという記事がデーリー東北に載っ
ていたのでご紹介します。非常に暗い
ニュースがあって、ラスベガスの銃の乱射事件なん 《幹事報告》吉田賢治幹事
・理事役員会報告
かもあり嫌だなあと思っていた中での明るいニュー
〇11 月のプログラム、11 月 2 日 ( 木 )
スでした。
会員卓話例会、黒田元 RI 理事よりお話
米山について少しお話をしたいと思います。1920
していただく予定です。11 月 9 日は任
年に世界で 855 番目の RC を創立し、日本に初めてロー
意休会、11 月 16 日 ( 木 ) 国際奉仕委
タリーを導入した米山梅吉氏の功績を称えて、1952
員会担当例会でしたが、仙台 RC より水
年に東京ロータリークラブが創設した日本独自の奉
と衛生プロジェクトの件でゲストがお見えになりま
仕活動です。以前、小笠原会員からの疑問があり私
すので南浦項訪問の報告は 11 月 30 日の例会で報告
の課題とさせていただいたこともあるのでマニュア
させていただきます。11 月 30 日 ( 木 ) R 財団委員
ルの中で勉強したことを読ませていただきます。「日
会と国際奉仕委員会の担当例会になります。
本のロータリーが力を入れている国際奨学事業が 3
つある。すなわち、ロータリー財団による奨学金、 〇一葉会からの招待の件と、ウルスラ学院からの寄
付申し込みの件は例年通り承認されました。
青少年の国際的な学生交換、それに米山奨学金であ
〇出席・親睦活動委員長の西尾会員よりレクリェー
る。」米山奨学制度は財団法人米山記念奨学会が行う
奨学事業で日本に留学する外国人を対象とする点で、 ションの提案がありました。計画が出来ましたら皆
さんご参加ください。
前 2 者とは全く異なった日本のロータリー独自の奨
・地区大会出席の方のレターボックスに案内が入っ
学制度であります。マニュアルを読んでみますと
ています。
「1971 年、RI 会長代理として日本を訪れた RI 元事務
・米山奨学会より財団創立 50 周年記念式典の申し込
総長ジョージ・ミーンズ氏から、日本独自の優れた
みが多数ありキャンセル待ちを含めて受付は終了さ
国際理解活動であると称賛され、その拡大に一層努
せて頂いたとのメールが来ています。
めるようにと公式の場で激励されるに及んで、その
・7
月の九州北部豪雨災害に対する義援金について
意義と地位が、実質的に公認されたといってもよい。」
RI2700 地区よりお礼と報告のメールが届いていま
とあります。まだまだありますが、お話もあります
す。義援金の総額は 8,100 万円余り集まりました。
ので、さわりの部分だけで後は皆さんお勉強してい
ご協力ありがとうございました。
ただければと思います。

《ニコニコボックス》西尾委員長
米内会員 : 野坂様ありがとうございま
す。シースワン・アピラパー
様ようこそ。
黒田会員 : ベップさんありがとうござ
います。
野澤会員 : お陰様で 10 月 17 日より土
台敷の神事をして、いよいよ建上げの第二
期工事に入ります。有りがとうございます。
小原会員 : 米山奨学生の卓話を楽しみにしています。
伊藤会員 : 野坂委員長、ベップさんようこそ、よろ
しくお願いします。
吉田立盛会員 : 野坂さん、ベップちゃんようこそ !!
楽しんで下さい。
西村会員 : ベップさんようこそ、楽しいお話を聞か
せて下さい。
配偶者誕生日 : 吉田立盛会員
結婚記念日 : 石橋会員、吉田立盛会員、桜田会員
《コミュニケーション委員会》大橋委員長
ロータリーの友 10 月号の 50P「私の
一冊」に米内会長の、いつか読んでみた
かった日本の名著シリーズ⑭「石田梅岩
『都鄙問答』」のレビューが書いてありま
す。私の父の本棚にも文庫版ですがあり
ましたので読んでみようと思います。皆
さんも読んでみてください。

日の日は北ロータリークラブにお邪魔しました。本
当に米山月間 10 月、充実した活動をさせていただき
ありがとうございます。会長からも米山のお話をし
ていただき感動しております。私はロータリーの友
9 月号に載っていたのを紹介させていただきます。
前年度の寄付が 13 億円だったそうです。これは前年
度よりも 2 億円少なかったそうです。それでも大型
寄付がありまして株券を寄付していただきました。
初めてのことで米山は株券いらないと言ったそうで
すが、配当金が 1 年間 6 千万円、やはりロータリー
は素晴らしい、そういう素晴らしい実業家がいると
いうことです。松本 PG からも青森県は自分のできる
ことをしよう、心のこもった寄付でいいよとお話を
いただいております。私は 10 人の子供たちの面倒を
見たいなと思っていたところ、もうすでに沢山の寄
付をいただいたおかげで来年既に私たちの地区は 10
名お世話できることになりました。これも皆様のお
陰です。本当にありがとうございました
ベップちゃんは地区大会で通訳をします。地区大会
では私たちの紹介もありますし、タイからのお客様
の通訳など色々なところで活躍させていただいてお
ります。今後とも米山、いろいろお世話になります
がよろしくお願いします。

《米山奨学生》シースワン・アピラパーさん（タイ）
皆さんこんにちは、これからよろしくお願いしま
す。まず、自己紹介したいと思います。名前がすご
く長くてシースワン・アピラパーと言います。シー
スワンが名字でアピラパーが名前です。タイではみ
《国際奉仕委員会》米山担当吉田副委員長
んな名前が長くて愛称があります。私の愛称は英語
今日お話ししていただくのは米山奨
のベーブですけれども、日本に来て日本の発音にし
学生のシースワンさん、愛称ベップちゃ
たいと思い別府温泉のベップがベーブに一番近い言
んです。友達たちからは名前が長いの
葉なので別府温泉のベップにしました。ですから、
でベップちゃんと呼ばれているそうな
私のことはベップと呼んでください。よろしくお願
ので今日はベップさんと呼ばせていた
いします。私の出身地はタイのチェンマイです。今
だきます。駅に迎えに行ったところ委
日はチェンマイ県の観光地について紹介したいと
員長の大澤会員とばったり会いました。これから京
思っています。今、青森中央学院大学の経営法学部
都に向かう所だそうで、今日はよろしく頼むよと言
4 年生です。私は秋入学で来年の 9 月卒業の予定です。
われてまいりました。
将来の夢は最初キャビンアテンダントになりたいと
今日は野辺地ロータリークラブの地区米山委員長野
坂様がベップちゃんと一緒に来てくださいました。 思っていましたが、最近考えを変えました。なぜか
というとキャビンになるためにダイエットをしなけ
ベップちゃんのお話の前にご挨拶をお願いしたいと
ればならないからです。青森は美味しいものがいっ
思います。
ぱいあるのでダイエットするのは大変なので考えを
変えて空港のグランドスタッフに目的を変えました。
《地区米山委員長》野坂幸子様 ( 野辺地
今 4 年生になったのでこれから就職活動を始めます
RC)
ので、皆さん応援よろしくお願いします。( スライ
皆さんこんにちは、素晴らしい八戸
ドを使い色々とタイのことを楽しく紹介していただ
だなあと思いました。吉田さんが素敵
きました。ベップさんどうもありがとうございまし
なガイドをしてくださり、短い時間で
た。)
すが八戸を案内していただきました。3

ベップさん
これからも頑張ってください。

