
《会長要件》吉田会長

　本日は先週行ってきました南浦項の報

告例会になります、大橋委員長が時間の

ない中用意してくれたようですし、行っ

たメンバーのお話から、行かれなかった

皆さんへも浦項の様子が伝われば、次回

行ってみようかなという気持ちになるか

もしれませんので報告を楽しみにしています。

《本人誕生日》吉田会長

　あっという間に 58 歳になりま

した、昭和 36 年生まれです。気

持ちだけは若くと 30 代くらいの

気持ちでいますが、朝 5 時くらい

になるとガバッと目覚まし時計よ

り早く起きたり、なんとなく腰が痛いとか年相応の

部分も出てきたりしています。もうちょっと頑張っ

て元気溌剌、皆さんと一緒に頑張りたいと思います

のでよろしくお願い致します。

《配偶者誕生日》 

橋本精二会員　　熊谷会員

《結婚記念日》 

米内会員　　　　伊藤会員　　　　西村会員

《幹事報告》伊藤幹事

・理事役員会報告

〇12 月のスケジュール、12 月 5 日 クラブ年次総会、

12 月 12 日出席・親睦活動委員会担当例会、12 月 19

日 クリスマス家族例会 18 時 30 分から

です、12 月 26 日は先日源新ガバナーエ

レクトより届きました PR ビデオを鑑賞

することにいたしました。

〇指名委員会より会長ノミニー及び松

田年度の理事役員について報告があり、

承認しました。

〇鈴木一史元会員より神戸西神 RC と何かしらの形で

交流しませんかとの問い合わせに対して、前向きに

進めることにいたしました。

〇吉田立盛会員増強委員長より新会員候補の申請が

あり承認しました。音喜多烈元会員です。

・新会員候補の音喜多烈様の入会について意義のあ

る方は 11 月 21 日正午までに幹事まで文書で申し出

てください。

・11 月 28 日の夜例会は湊高台の兆蘭です、出席希望

の方は事務局まで。

・2019 年度版手続き要覧の注文書、12 月 8 日のガバ

ナーエレクト壮行会、12 月 19 日のクリスマス家族

例会、三沢 RC60 周年記念式典の出欠を回しています。

・インドでのポリオワクチン投与活動プログラムの

案内が届いています、来年 1月 19 日です。

・ガバナー事務所より「寄付金推進＆補助金ニュー

ス」、「バギオだより」が届いています。

・今月のロータリーレートは 1ドル 108 円です。

・ハイライト米山、ザ・ロータリアン誌が届いてい

ます。

　・南浦項の記念式典の冊子が 10 部ほどありますの

でご希望の方はお持ちください。記念品の傘も余分

に頂戴しましたのでクリスマス会の景品にいたしま

す。

 

2019-20 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
ＲＩ会長　マーク・マローニー（ROTARY  CONNECTS  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　沼田　　廣   ● 会長　吉田　賢治  ● 幹事　伊藤　　斉  ●コミュニケーション委員長　小原　隆平

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
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

　正会員数 37 名。本日の出席は免除

会員 2 名を含む 26 名。出席率は 79％

です。前々回の例会は、出席率 70％

でした。

《出席報告》本多副委員長

第 2124 回 例 会 記 録
《国際奉仕委員会担当例会》
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のでそろそろ痩せるかもしれませんがまだ効果は出
ておりません。
　壊れたスーツケースを買い替えたくてお店に連れ
ていってほしいと頼みましたら明日買いに行こうと
言われ、明日お願いしますと夕食のお店で焼酎入り
のビールを沢山いただいていた所へ新しいスーツ
ケースが届きました。アメリカ製の素晴らしいスー
ツケースをプレゼントだと渡されました。こんなこ
とまでしていただいた私はどうやって恩を返せばい
いのでしょうか、来年も行って感謝の気持ちを伝え
なければと思っています。
　3 日目は慶州観光に連れて行ってもらいました。
その中のソルゴ美術館の受付の女性が米山奨学生
だったのです。私は初めて米山の奨学生が働いてい
るところをみました。日本語もお上手でこれは皆さ
んに報告しなければと思いました。米山に沢山寄付
してこのような奨学生を沢山迎え入れましょう、よ
ろしくお願い致します。
　いよいよ記念例会です、複数回行ったことのある
方からは少し派手さが減ったと聞きましたが、初め
ての私には十分きらびやかで、派手な会場でやって
いるなという印象でした。李 東均さんのサックスの
演奏からはじまり来賓の紹介へと続きましたが、紹
介のたびに拍手や歓声が音声で流れ「八戸南ロータ
リークラブ」と紹介されたときは何となく恥ずかし
かったです。紹介が終わるとクラブの 37 年の歴史を
まとめたものが映像で流れました、バックの音楽は
映画のように壮大な感じでした。韓国では四つのテ
ストやロータリーソングの前に「ロータリーの綱領」
を唱和しました。ハングルで書いてあり分からなかっ
たのでスマホの翻訳ソフトを使って調べました。い
よいよ吉田会長の挨拶です、会長挨拶を録画してき
たので皆さんご覧になってください。( 映像 ) 私も
そうですが自国の言葉で挨拶されると嬉しくなりま
すがやはり韓国の方も喜んでくださったようです。
式典の最後の記念撮影では南浦項 RC の会員と大勢の
奥様に囲まれて会長は満面の笑みでした。2 次会の
会場では新会員の方 2 名と直前幹事の朴 ( パク ) さ
んと友達になり一緒に飲みました。コリアンスタイ
ルは日本人にとって危険です。
　翌日南浦項の皆様とお別れし KTX でソウルに向か
いました、ソウル市内はデモで車の移動がスムーズ
にいかないと聞いていましたがそれほどでもありま
せんでした。夕食は急遽 2008-2009 年度 RI 会長の
D・K・リーさんとご一緒することになりました。ソ
ウル市内ド真ん中、イギリス大使館、ソウル市議会、
ソウル市庁に囲まれたダルゲビというお店で要人の
方などが会食で使うお店でした。皆さん緊張して付
け焼刃で覚えたはずの韓国語でのあいさつができず
に静かな夕食でした。
　私は今回の訪問で韓国に対する印象がガラッと変
わりました。ニュースとかではあまり良い印象がな
かったのですが非常に気持ちのいい人たちばかりで
イメージだけで考えるのは危険です。私は今回行っ
て良かったと思っています。
　帰りの飛行機のパイロットさんはメチャクチャへ
たくそで、急旋回、急降下、着陸時はすごい衝撃で
墜落したかと思いましたが無事帰国しました。

《ニコニコボックス》慶徳委員
吉田会長 : 南浦項 RC37 周年記念式典参
　　　　加してまいりました。素晴ら
　　　　しい式典でした。
伊藤幹事 :韓国楽しんできました !!
黒田会員 : 無事、韓国から帰って来ま
　　　　した。
吉田立盛会員 : 南浦項 RC に行ってきました。とても
　　　　楽しかったので来年は皆で行きましょう。
熊谷会員 : 女房の誕生日、うっかり忘れていて叱ら
　　　　れました。
本人誕生日：吉田会長
配偶者誕生日：橋本精二会員、熊谷会員
結婚記念日：米内会員、伊藤会員、西村会員

《国際奉仕委員会》大橋委員長
　11 月 6 日から 10 日まで 6 人で南浦項
RC の式典参加の為韓国へ行ってきまし
た。韓国も寒くて同じように紅葉はあり
ましたが、鮮やかな色がなく時期的な問
題もあったのか枯葉のような感じでし
た。

　青森空港から仁川空港へ向かいました、ホームセ
ンターで買ったばかりの私のスーツケースはロック
がかからなくなり買って数日で壊れてしまいました。
吉田会長からスーツケースにかけるバンドを借りて
何とか荷物検査をクリアして韓国へは到着しました。
行きの飛行機はベテランのパイロットだったのか着
陸が非常にスムーズで着陸したのが分からないくら
いで良かったです、入国審査では黒田先生と立盛さ
んの並んだゲートの係がスマホ片手にいい加減な対
応で長い列ができてしまいました。こんな方もいる
のかとびっくりしてしまいました。空港でガイドさ
んの出迎えを受けましたが、この方がとてもおしゃ
べりな方で夕食場所に着くまで 1 時間以上ほぼしゃ
べりっぱなし、黙りますと言っても 10 秒もしないう
ちにまたしゃべり始めるというような方でとても楽
しかったです。夕食は観光客向けのお店でカルビは
美味しかったのですが、店の人が追加の料理をすご
く勧めてくるのですがユッケ 1 人前 32,000 ウォン、
日本円で 3,200 円、ずいぶん高いお店だなとびっく
りしました。ホテルにチェックインした後に黒田先
生を除いた 5 人でカジノに出かけました。初めての
人には少額のチップがもらえてそれを元手に吉田会
長だけ 5,000円のプラスで帰って来ました。
　翌日ソウル駅から KTX で浦項駅に向かいました、
韓国には改札がなく車内でのチェックだけ、浦項の
ホームには李 東均さんがお迎えに来てくださってお
り、駅構内には 10 名ほどのメンバーが横断幕を持っ
て迎えてくださいました。私は尹 ( ユン ) さんとい
う方がお世話をしてくださいましたが、初めてお会
いした時は怖いなあと思ったのですが、とても親身
に面倒を見てくださりすごくやさしい方で最後まで
私を気にかけてくださいました。尹さんの車で昼食
のお店、直前会長の焼き肉屋さんに行きました。私
は初めてケジャンというものを食べました、最初は
メチャクチャ辛くて吐きそうになりましたが 10 分く
らいするとまた食べたくなり食べていたら、次々に
勧められ恐ろしい量のカプサイシンを摂取しました



《吉田会長》
　大橋委員長からお話のあったよ
うに思い出に残る旅行でした。記
念品交換でこのような素敵なもの
を頂いてまいりました。あとで皆
さんじっくりとご覧ください。沢
山の思い出を作ってまいりました。
機会を改めて夜例会とかで色んな

エピソードを披露したいと思います。ありがとうご
ざいました。

《黒田会員》
　韓国に行く前はニュースなどの報道で、
今韓国へ行くのは危ないのではと私も心
配だったのですが、行ってみるとそのよ
うな嫌な感じは全くありませんでした。
日本からも沢山来ていてショッピングな
どを楽しんでいました。今日は清川さん
がお休みですが、清川さんは最初頑張りすぎて風邪
をひいてしまい、喉が痛いので韓国の食べ物は辛く
て食べられないということで、李 東均さんが心配し、
「ソウルに行ったら辛くない宮廷料理をごちそうして

もらえばいい、元 RI 会長の D・K・リーさんに頼ん
でおくからと連絡を取ってくれました」ソウルでは
D・K・リーさんが予約して私たち全員を招待してく
れました。「旅行の日程上旅行会社にもガイドにも、
キャンセルすることは申し訳ないから」と伝えたの
ですが「ガイドも運転手も一緒にごちそうするから
と言われびっくりしました」食事は韓国宮廷料理で
すから辛い物もなく、キムチも辛くはありませんで
した。
　韓国では今までソウルから RI 理事が出ていました
が、会員が増えてゾーンが分かれましたので、今度
は李　東均さんの地区に近い釜山の方から理事が出
ることになり、サポートして欲しいというような意
味合いもありました。浦項には何回も行っています
が今回は時間があったので慶州をじっくりと朝から
夕方まで観光して、大橋さんの話に出てきた美術館
やエキスポの行われた記念館では最新の技術を利用
してわかりやすく歴史の説明を受け、私も新しい体
験をしてきました。行った中で私が一番年寄なので
同行したメンバーが気を使ってくれて助かりました。
ありがとうございました。

これから式典です



尹さん
お世話になりました

Ｄ・Ｋ・リー元ＲＩ会長と

ソウル南村で

東均さんあれなあに？
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