
《会長要件》松田会長

　11 月 10 日に八戸市社会福祉事業団へ

私と下田社会奉仕委員長、橋本精二社

会奉仕副委員長の 3 人で行ってまいり

ました。母子生活福祉施設小菊荘へお

伺いし佐藤寮長さんと関係者の方々へ

目録とお米 150K とお菓子を差し上げ記

念写真を撮ってきました。

　南クラブが毎年三社大祭の時にお招きしている長

生園もこの福祉事業団に入っています。今年はコロ

ナの関係で出来なかったものですから下田委員長の

発案で小菊荘への寄付を行いました。とても喜ばれ

ましてロータリーの理念にかなっており奉仕の大切

さが身に沁みました。

出来れば大小関わらず

毎年でも良いことが出

来ればと思いますので、

ぜひ皆さんの協力をい

ただいて続けていけれ

ばと思っています。

《本人誕生日》吉田賢治会員

　11 月 3 日で 59 歳に

なりました。来年は

もう赤いチャンチャ

ンコを着る歳なんだ

なと思いますし、昨

年会長をやらせてい

ただいたときにはちょうど今頃、南浦項に団体でお

邪魔し楽しく向こうの第 37 回の式典に参加させても

らったというのがつい先日の様です。私の誕生日の

11 月 3 日生まれの有名人をスマホで検索するとタレ

ントの柄本明さん、物まねの原口あきまささんや神

無月さんなどが出てきます。年は違いますが同じ日

生まれにはこのような人がいると感じます、皆さん

も簡単ですから調べてみてはいかがですか。どうも

ありがとうございました。

《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　　　　　西村会員

《幹事報告》石橋幹事

・理事役員会報告

◦12 月のスケジュール、12 月 3 日 ( 木）

クラブ年次総会、12 月 10 日 ( 木 ) 出席・

親睦活動委員会担当例会、12 月 17 日

(木)クリスマス家族例会で夜例会です、

八高 IAC は今回不参加です。会費は中

学生以上 4,000 円、今回は静かなクリスマス例会に

したいとのことですがこの中で大澤会員と久保田会

員の受賞のお祝いを行うことにしました。12 月 24

日 ( 木 ) ゲストスピーチで南グループガバナー補佐

の築舘智大さんにお願いしています。築館さんは先

日ガバナーノミニーデジグネードに決まりました。

12 月 31 日 ( 木 ) は任意休会です。

・ガバナー事務所より名称変更のお知らせです、ガ

バナー事務所から地区事務所へと名称が変わります。

・2023－24 年 RI 第 2830 地区ガバナーは八戸ロータ

リークラブの築舘智大さんに決定したとの連絡が来

ています。

 

2020-21 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
ＲＩ会長　ホルガ―・クナーク（ROTARY  OPENS  OPPORTUNITIES）

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　源新　和彦   ● 会長　松田　義武  ● 幹事　石橋　一男  ●コミュニケーション委員長　久保田　幸造

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/2020/

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 35 名。本日の出席は免除

会員 8 名を含む 26 名。出席率は

76.5％です。

《出席報告》松橋委員長

橋本修職業奉仕委員長

第 2161 回 例 会 記 録
《国際奉仕委員会担当例会》
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らと思っております。先程石橋幹事の方からもご報告

がありましたが今月のロータリーレートは104円という

ことで 1 円安くなっています。是非皆様方のご協力を

お願いいたします。

《国際奉仕委員会》吉田立盛委員長

　皆さんこんにちは、本来であれば毎年

11月の第1週、第2週の辺りは姉妹クラブ

である南浦項の方に訪問し、国際親睦を図

るということを続けていたのですけれど

も、35 年間の交流の歴史の中で今年初め

て、こういうコロナウイルスということで

訪問がかないませんでした。先般皆様にオンラインで

つなぐとかいろいろなご案内をしていましたがバタバ

タしてしまいご迷惑をおかけしました。結局どのよう

になったかと言いますと、今年度は松田会長の祝辞を

動画で南浦項の例会で流していただくという形での交

流にしました。今年の南浦項ロータリークラブの会長

はキムジョンホさんです。キム会長は去年、一昨年と

八戸に来ていただいております。その時の写真です

( マーク・マローニー RI 会長に来ていただいた I.M の

時の写真とか西村年度の再調印の時の写真 ) この方が

キムジョンホ会長でとても素晴らしい方です。松田会

長が頑張って韓国語を交えた祝辞を述べていますので

ご覧になって下さい ( 祝辞動画 ) スムーズに話してい

るようですが 4 回ほど取り直しました。韓国の方の名

前の発音を間違うと失礼になるので何度も丁寧に取り

直しをさせて頂きました。昨晩 6 時から浦項で記念式

典を行ったと思いますが、その会場で松田会長の挨拶

を見て頂いたのではと思います。コロナウイルスの関

係で訪韓は出来ませんでしたが、何とか細々とではあ

りますが交流を続けることが出来たのかなと思ってい

ます。本当はオンラインで一緒に飲めたら最高だった

のでしょうけれども何とか繋がりが持ててよかったと

思います。

　今日は国際奉仕委員会担当例会ということですので

RI の動向とかをマイロータリーを通じて皆さんにご紹

介したいと思います。

　再来年、2022－23年度のRI会長にロータリー115年

の歴史の中で初めて女性の会長が生まれるという

ニュースがマイロータリーに載っています。「ロータ

リー初の女性会長ノミニーにジェニファー E. ジョーン

ズ氏」ということでカナダのオンタリオ州の方です。

初めての女性会長ノミニー誕生ということで世界の

ロータリーもだいぶ変化が求められている、115 年の歴

史の中で初めてだったんだとこのニュースを見て分か

りました。うちのクラブでも初の女性会長が生まれれ

ばいいなと思ったりもしています。

　先日アフリカでポリオの野生株が撲滅されたという

ニュースが日本全国のメディアで取り上げられました

が、ロータリーのロの字も紹介されなかったというの

で日本のロータリアンがすごく怒っていたので後で訂

正の記事が出たようです。残り時間が短いですが世界

のポリオの様子、特にアフリカの様子を皆さんに観て

頂いて終わりたいと思います。「コートジボワールポリ

オ撲滅の事例」です、ご覧下さい。

・八戸北 RC 創立 50 周年記念式典・祝賀会、内容変

更のお知らせです。案内はパストガバナーと各クラ

ブ会長・幹事への案内に変更です。

・11 月のロータリーレートは 1 ドル 104 円で 1 円安

くなります。次週は財団の担当例会ですので沢山の

寄付をお願いいたします。

・2021 年 6 月、台北国際大会参加のご案内、ザ・ロー

タリアンが届いています。

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 : 大澤さん旭日中綬章、久保

　　　　田さん八戸市功労者おめでと

　　　　うございます。

石橋幹事 : 大澤さん旭日中綬章、久保

　　　　田さん八戸市功労者おめでと

　　　　うございます、吉田立盛さん、

　　　　今日はよろしく。

黒田会員 :大澤先生、叙勲おめでとうございます。

赤穂会員 : 大澤さん、久保田さんおめでとうござい

　　　　ます。

大澤会員 :秋の叙勲で受賞しました。

久保田会員 :八戸市功労賞ありがとうございました。

米内会員 : 大澤先生おめでとうございます。久保田

　　　　様おめでとうございます。

伊藤会員 : 大澤さん旭日中綬章、久保田さん八戸市

　　　　功労者おめでとうございます。

清川会員 : 大澤さん旭日中綬章、久保田さん八戸市

　　　　功労者おめでとうございます。

吉田賢治会員 : 大澤会員、久保田会員、おめでとう

　　　　ございます。

本人誕生日 :吉田賢治会員

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

《社会奉仕委員会》橋本精二副委員長

　社会奉仕委員会の橋本です、下田さん

に替わって報告します。先程松田会長が

会長要件でも触れておりましたけれども、

小菊荘にお米とクリスマスプレゼントを

贈呈したことについて触れさせていただ

きます。

　社会福祉法人八戸市社会福祉事業団母子生活支援施

設小菊荘というのが正しい名前になります。私たちが

長く支援している長生園とか児童養護施設の浩々学園

も同じ事業団の中にあります。今回は小菊荘に 10 キロ

のお米を 15 袋とクリスマスプレゼント用にきれいに包

装したお菓子を差し上げてきました。大変喜ばれまし

てこの大変な時期にタイムリーなプレゼントになり大

変良い事業が行えたと思っております。

《ロータリー財団》伊藤委員長

　皆さんこんにちは、財団の伊藤です。

月初めに関東方面に行ってきましたので

自粛して今日はオンラインでの参加です。

来週は財団の担当例会で、皆様に財団の

活動について少しでもご理解いただけた
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