2018-19 年度ＲＩのテーマ「インスピレーションになろう」
ＲＩ会長 バリー・ラシン（BE THE INSPIRATION）

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 今井 高志 ● 会長 西村 幸也 ● 幹事 西尾 和樹 ●コミュニケーション委員長 熊谷 道雄
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/

四つのテスト
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言行はこれに照らしてから

伊藤ＳＡＡ

《会長要件》西村会長
こんにちは。今日は、まず皆さんに
お礼と感謝を申し上げなければなりま
せん。ここ２，３週間の間に、色々な
催しがありましたが、皆さんのお力で
無事にやり遂げることができました。
まず、７月 19 日の例会では、西日本豪
雨災害に対する義援金の呼びかけに応じて、皆様か
ら 合計 35,000 円の募金を拝受いたしました。これ
に、ニコニコから 15,000 円を追加して、目標額の
50,000 円を当クラブの義援金として送ることができ
ました。７月 26 日に行われた南グループ合同例会は、
私たちが幹事クラブでしたが、ミニコンサートとチャ
リティーがあり、いつもとはやや趣の異なる合同例
会でした。しかし、お陰さまで、合計約 13 万円の募
金が集まり、これは全額 東日本大震災（等）への義
援金となります。
８月１日から３日までの間に行われた、南浦項Ｒ
Ｃとの再調印式とそれに伴う歓迎の諸行事では、吉
田立盛 国際奉仕委員長の体を張った陣頭指揮のも
と、会員の皆さんがそれぞれの持ち場で力を発揮さ
れました。お陰さまで、南浦項ＲＣの訪問団の皆さ
んに大変喜んでいただき、社交辞令ではない感謝の
言葉を頂きましたし、すでに礼状も届いています。
11 月に予定されている南浦項ＲＣの記念例会に今年
も招待されると思いますので、是非皆さん一緒に訪
問致しましょう。

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

米内直前会長

《出席報告》原委員長
正会員数 37 名。本日の出席は免除
会員 1 名を含む 21 名。出席率は 68％
です。前々回の例会は、合同例会で
した。

中に目が覚めたりしたときに、近年は NHK のラジオ
深夜便とか聞いたりしていたんですが、最近気に入っ
ているのはスマホに、ご存知の方多いと思いますが
ラジコプレミアム、ラジコというのは無料のアプリ
でインストールできますがラジコプレミアムという
のは月額 350 円くらいで日本全国、北海道から沖縄
までのラジオをいつでも聞けるというものです。後
は過去一週間以内の放送については聞くことが出来
るというもので、最近夜中に目が覚めたときにはラ
ジコプレミアムでラジオを聞くことが多いです。私
か最近気に入っているのは TBS ラジオの土曜日午後
1 時から久米宏がラジオなんですという番組をやっ
ているんですが、久米宏はほとんどテレビには出ま
せんがこの番組では好きなことをいっていて面白い
なと思っています。後は最近新聞にも出ていました
が、作家の村上春樹が先週の日曜日に初めてラジオ
でディスクジョッキーをやったということで私も聞
き逃したんですが先週の日曜日なのでまだ聞けるの
で今度スマホで聞いてみようと思います。
《配偶者誕生日》

《本人誕生日》
《小原会員》
私は高校時代母の実家
に下宿していて、夜中に
ラジオとかよく聞いてい
て、あのころ、私の高校
時代が深夜放送の第一次
の爆発的ブームだったと思います。オールナイトニッ
ポンとかパックインミュージック、セイヤングとか
はやっていまして、それ以来深夜にラジオを聞くと
いうことはあまりなかったのですが、年のせいか夜

西尾会員
《幹事報告》西尾幹事
・理事会報告
9 月のプログラムについて、9 月 6 日 ( 木 ) 会員増強
委員会担当例会で夜例会になります。会費 3,000 円、
会場は決まり次第お知らせします。9 月 13 日 ( 木 )

つかれさまでした。
早朝例会長者山 6 時 20 分集合です。こ
原会員 : 西村会長はじめ、みなさん大変おつかれさ
の日に南グループのゴルフコンペもあ
までした。色々と楽しませて頂きました。
り出欠を回していますので参加の御協
本人誕生日 : 小原会員、清川会員
力お願いします。9 月 20 日 ( 木 ) 国際
配偶者誕生日 : 村上会員、西尾会員
奉仕委員会 ( 米山 ) 担当でベトナムか
らいらしている米山奨学生のホアン・
ザンナムさんに来ていただく予定です。9 月 27 日 《国際奉仕委員会》吉田委員長
南浦項の訪問の際は皆さんご協力いた
( 木 ) は休日の週につき休会です。
だきましてありがとうございました。本
・9 月 28 日からの地区大会の出欠も回っていますの
日西村会長より米山に多額の寄付を戴き
でよろしくお願いします。
ました。ありがとうございました。
・8 月 23 日はガバナー公式訪問です。出欠を回して
いますが委員長が出席できないときは副委員長の出
席をお願いします。
《社会奉仕委員会》大橋委員長
・インターアクト年次大会のお礼状が来ています。
大橋です、イベントが目白押しの所
・ザ・ロータリアン、サイクルアイが届いています。
を通院の為お休みしていました。お年
・聖ウルスラ学院高等学校音楽科行事の案内が来て
寄りと免疫力の少ない人の前へは絶対
います。ポスターもありますのでよろしくお願いし
出ないで下さいとドクターストップが
ます。
かかってしまい、ロータリーはどうで
・今月のロータリーレートは 1 ドル 112 円です。
・例会変更のお知らせ、八戸 RC 8 月 15( 水 ) 任意休会、 すかと聞いたところ、ちょっと危ない
んじゃないかと言われてしまいまして、一か月以上
8 月 29 日 ( 水 ) 例会変更です。
も心苦しい中お待ちいただいて有り難うございまし
・合同例会の時にクラブで用意したワインが 10 本
残っています。特別に 1 本 2,000 円で即売します。 た。穢れを払ったと思いたいです。今年は一番最初
にやってしまったので次の 11 か月は頑張りたいと思
売り上げは合同ゴルフコンペの景品に回しますので
いますのでよろしくお願いします。
ご協力をお願いします。
・ガバナーエレクト事務所より事務所開設のお知ら
《コミュニケーション委員会》熊谷委員長
せが来ています。
ロータリーの友の 8 月号のご紹介を
・佐々木千佳子直前ガバナー事務所より、ガバナー
させて頂きます。8 月は会員増強月間で
事務所 7 月末をもって閉鎖いたしました。私もパス
特集が組まれております。「会員増強の
トガバナーとして年度が終わっても「行動に移そう」
可能性」7 ページからアメリカのロータ
の気持ちをもって地区の活性化に尽力してまいりま
リアンが寄稿した文章が載っており、
す。1 年間大変ありがとうございました。とメッセー
読んでみてなるほどなと感じたのでご
ジを頂いています。
紹介したいと思います。16 ページには佐々木直前ガ
バナーの「批判をバネに 女性会員をリーダーに」と
《ニコニコボックス》大橋副委員長
いう記事も載っていますのでぜひご覧ください。今
西村会長 :7/26 南グループ合同例会、
月の会員増強月刊、皆さん意識しながら行動してい
8/1-8/3 の南浦項 RC との再調
たたければと思います。
印式での諸会合、皆様のご協力
本当にありがとうございました。
我がクラブの底力を感じました。
《西尾幹事》
西尾幹事 : 合同例会、再調印式、納涼家
先ほど幹事報告でも申し上げました
族例会、皆様ご協力ありがとうございまし
通り再来週、今井高志ガバナー公式訪
た。吉田立盛委員長、おつかれさまでした。 問です。皆様に資料をお配りしていま
黒田会員 : 姉妹クラブ会員を迎えて、西村会長、吉
すのでそちらを読み上げながら説明さ
田国際委員長さんをはじめ、みなさんあり
せていただきます。( 当日の流れを確認 )
がとうございました。
公式訪問への御協力お願いします。
米内会員 : 吉田国際奉仕委員長さん、ほんとうにお

