
《会長要件》西尾会長
　みなさん、こんにちは。ご存知のと
おり、青森県新型コロナウイルス感染
症緊急対策パッケージが発表されまし
た。今月 9 月に関しては、来週からは
会場で集まることは避け、オンライン
での例会とさせていただきます。
　みなさんのお手元に、ロータリーの

友があろうかと思います。9 月は、基本的教育と新
世代のための月間、ロータリーの友月間です。7ペー
ジに「リテラシーがもたらすもの」ということで掲
載されています。この中で、リテラシーは、もとも
と書かれた言葉を正しく読み書きできる力を意味し
ていましたが、今では、メディアリテラシーやコン
ピューターリテラシー、情報リテラシーなどさまざ
なまリテラシーがある中で、岡山南 RC では、ヘルプ
マークの普及に取り組んでいるということが紹介さ
れています。ヘルプマークは、義足や人工関節を使
用している人、体の内部に障害のある人、難病の人、
妊娠初期の人など、外見からはわからなくても援助
や配慮を必要としている人が身に着けていれば周囲
の人に配慮を必要としていることを知らせることが
できるマークです。ですが、こういったマークも何
を意味しているのか、それを知らなければマークの
役割が果たせず、社会での認識を高めることが重要
だ、ということです。専門用語がたくさんあって、
難しい文書で書かれていて、文字として読むことは
できても、意味が全くわからない、けど、とっても
大事なもの。薬の説明書や、契約書、重要事項説明
書など。当クラブのよろず相談のように、各分野の
専門家の集まりだからこそ、難しいことをわかりや
すく伝える、そんな活動がロータリークラブとして
できたらよいなぁ、と思いました。
　今月、オンラインでの例会となりますが、パソコ
ン操作、スマホ操作、こういった IT リテラシーを高
める助け合い、ZOOM というビデオミーティング、テ
レビ会議ですね、この使い方も含め、ちょっと職場
にお邪魔してセッティングするなど、そういう協力
を行いながら、オンライン例会に誰もが参加しやす
いクラブにしていければと思っています。

《本人誕生日》

《米内会員》

　 9 月２５日で７５歳になりま

す。私はこの年になって初めて

腰痛になり、凄く痛いなという

のが分かりました。今、整形外

科に通っているところです。こ

うやってだんだん積み重ねてい

くものが知識と共に病気も積み重なるのかなと思っ

ています。元気で例会に出席できるよう努めていき

たいと思います。

《吉田立盛会員》

　４９歳に今月なります。５

０間近で白髪も増えて来て、

体力の限界を感じて ( 笑 ) 限

界は感じてはいないのでまだ

まだ頑張りたいと思います、

ありがとうございます。

《配偶者誕生日》

黒田会員　　　　 下田会員　　　　 田守会員

　　　　　　　　《結婚記念日》

吉田賢治会員　　 熊谷会員　　　　 橋本会員

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）

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　成田　秀治   ● 会長　西尾　和樹  ● 幹事　慶徳　拓也  ●コミュニケーション委員長　吉田　立盛

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

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は免除会

員 5 名を含む 21 名。出席率は 77.8％

です。

伊藤職業奉仕委員長

第 2185 回 例 会 記 録
《コミュニケーション委員会担当例会》

2021 年 9月 2日（木）
点鐘　12：30
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　　　　　　吉田賢治会員

結婚記念日 :熊谷会員、橋本会員

《コミュニケーション委員会》吉田立盛委員長

　コミュニケーション委員会の吉田で

す、今日は短縮バージョンで１時まで

に終わるように言われていますので５

分ほどマイロータリーの使い方の紹介

をいたします。「マイロータリーは超

便利」ということで皆さんに使い方を

知ってほしいと思います。うちのクラ

ブの現状を知りたいので、「スマホの方どれくらいい

らっしゃいますか、ほとんどの方がスマホですね、

ありがとうございます」マイロータリーはスマホか

らでもログインで

きますので是非ス

マホの中にアプリ

もしくはショート

カットを入れても

らえればと思いま

す。又、メーキャッ

プするときに初めて行った地区とかでメーキャップ

先を探すときもメーキャップ用のアプリもあって。

私よくそれを使うのですが、例会時間とか担当者の

連絡先が付いていて、自分の GPS で最寄りの例会場

を探してくれます。これは世界中どこでもなのです

がメーキャップがしやすくなる、こんなアプリもあ

りマイロータリーの中からダウンロードすることが

出来ます。

　マイロータリー

がなぜ便利かとい

うとネットショッ

プを楽しんだりす

ることもできます。

皆さんオクトンで

買い物をされたこ

とがあると思いますが、実はオクトンのようなメー

カーが世界中にあります。これはアイルランドのメー

カーですが、ゴルフボールとかティーとかがあり凄

くほしいなと思いました。ロータリーマークの入っ

ているスマホバッテリーなどもあります。T シャツ

とかも売っていてありとあらゆるロータリーグッズ

が売られています。イタリヤのショップだとすごく

お洒落なものがあり久保田さんに似合いそうなもの

がいっぱいあります。そういうネットショップを楽

しんだり買うことも出来るというのが、マイロータ

リーの楽しみ方の一つです。

　もう一つ、人を調べられる楽しさがあります。例

えば初めて会う人がロータリアンかどうかというの

を、名前を入力するだけで検索できます。事前に会

う人の名前が分かっていれば、マイロータリーの中

の人検索サイト

で、ロータリアン

であれば名前を入

力するだけで、ど

こどこロータリー

で、ロータリー歴

何年というように

《幹事報告》慶徳幹事

・理事会報告

〇青少年交換のスポンサーについて今

回は見合わせるが、来年以降依頼があ

れば改めて協議することになりました。

〇９月１２日の国際奉仕デーは八戸東

RC よりコロナと座礁船の関係で延期の

連絡があり、当クラブとしては改めて

八戸東 RC より参加要請があればその時に改めて参加

を募ることになりました。

〇９月１８日に予定していた秋のスポーツ例会は、

カワヨグリーン牧場よりコロナの関係で今回は中止

にしてほしいとの連絡があり、日を改めて企画する

ことになりました。

〇９月の例会はリモートで行うことになりました。

〇１０月のプログラム、１０月７日 ( 木 ) 国際奉仕

委員会担当例会 ( 米山 ) です。１０月１４日 ( 木 )

国際奉仕委員会担当例会、米山奨学生を迎えての卓

話。弘前大学３年、チャンタラーターノン・サスィ

ワラーにお願いする予定ですが状況によりズームで

の参加になるかもしれません。１０月２１日 ( 木 )

地区大会報告例会、１０月２８日 ( 木 ) 指名委員選

挙例会です。

〇おいらせロータリーより過去のテーマ旗の寄贈依

頼があり差し上げることにしました。

〇地区事務所より下北大雨災害支援金のお願いが来

ており会員から集めた寄付金にニコニコをプラスし

て寄付することになりました。

〇橋本社会奉仕委員長より１０月１７日に予定して

いた水辺の楽校は調子になったと報告がありました。

〇聖ウルスラ学校より弁論大会支援の依頼が来てお

りニコニコより支出することとしました。

・米山梅吉記念館より賛助会員募集の案内が来てい

ます。

・今月のロータリーレートは１ドル１１０円です。

・例会変更のお知らせ、八戸 RC ９月の定例会取りや

め、八戸東 RC ９月１０日まで定例会取りやめ、八

戸北 RC、八戸中央 RC は９月の例会中止です。

・RI202１年５月の理事会報告、ザ・ロータリアン英

語版、サークルアイ、２０２０-２１年度地区大会の

DVD が届いています、ご覧になりたい方は事務局ま

で。

・カネク醸造さんより代表者変更のハガキが届いて

います。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長 : コミュニケーション委員

　　　　長、本日はよろしくお願い

　　　　します。

慶徳幹事 : 吉田立盛委員長、本日は

　　　　よろしくお願いします。

西村会員 : 昼休み時間をコロナワク

　　　　チン接種に充てるため、当

　　　　分の間例会をお休みいたします。

中村会員 : 吉田立盛委員長、本日はよろしくお願い

　　　　致します。

本人誕生日 :米内会員

配偶者誕生日 :黒田会員、下田会員、田守会員、



こまかく出てきますので、この画面のように「僕も

ロータリーです」「素敵ですわ」というような出会い

が生まれる、人とのつながりというのが生まれると

いうように、例えば商談の時など初めてお会いする

方の名前を検索したら、実はロータリアンだったの

でバッヂをつけていなくても「貴方もロータリアン

だったのですね」というような会話のできる、すご

く便利な機能が入っています。

　又、RI の最新情

報や動向を知るこ

とが出来ます。今

ま で マ イ ロ ー タ

リ ー を 見 て い な

かった頃は、世界

のロータリーの動

向は元 RI 理事の黒田先生のように世界につながって

いる人からでないと話を聞くことが出来ませんでし

たが、今はマイロータリーの中の最新ニュースとい

うところをクリックすると９月１日時点の最新

ニュースは、「インドの識字率１００％達成へ向けて

着実に！」というのが今朝マイロータリーに載って

いて知ることが出来ます。

　うちのクラブは来週からオンライン例会というこ

とで集まる機会が無くなり、ロータリーと気持ちが

離れていくような気もしますが、マイロータリーの

ニュースなんかを見ていれば、国外・国内問わず世

界中のロータリーニュース、規定などのルールが新

しく変わった事なども、簡単に、誰でもアクセスで

きるというのが凄く便利です。最新の動向が、まる

で RI の本部にいつもいるかのように手に入るという

のが、マイロータリーの便利な所の一つです。

　特に、今日伝え

たかったことは入

会５年以内の新会

員、二か月ほど前

にクラブの若手の

メンバーと飲みに

ケーションをした

のですがその時に、もっと先輩方の話が聞きたいと

いう方もいらして、私が入会した８年前は頻繁に飲

み会が行われていて、その時はお説教的に感じられ

てちょっとうっとうしかったものですが、逆に今の

人たちは情報が少なくて、ロータリーの事をもっと

知りたいという新

入会員が多いとい

う現状を考えた時

に、マイロータリー

からロータリーの

役割とか、組織と

か、歴 史 と か、他

のクラブの活動の様子、奉仕活動の様子などすべて

の情報がマイロータリーの中で得られるし、自分が

担当の委員会の中で自分が何をするべきかというガ

イドラインもマイロータリーの中にあります。ラー

ニングセンターというところで勉強することが出来

るということもマイロータリーのすごく便利な所で

す。昔のように飲みながら先輩ロータリアンが若手

ロータリアンに「こういうもんだよ」と教えたりす

る場面が少なくなってきているので、マイロータリー

の中のラーニング＆参考資料というところを見ると

「ロータリーについて」というところでロータリーの

活動とか行動計画、組織、その他もろもろ役割別とか、

委員会ごとに各委員会はどんなふうに取り組んでほ

しいですというようなことが書いているので、自分

がロータリアンとして活動するガイドラインになる

と思います。マイロータリーを見て頂くとロータリ

アンとしてどうい

う動きをすればよ

いか一目瞭然とい

うことで、しかも

このラーニングセ

ンターで体系的に

ロータリーについ

て学ぶことが出来ます。一コマ５分もかからない資

料が載っているので、そういうのを見て頂いてロー

タリーとしての知識を深めたりとか、長くロータリ

アンをされている方も、今の国際ロータリーの潮流

とか色々な変更が載っているので、新しいロータリー

のビジョンとか価値観みたいなものもこの中で勉強

することが出来ます。皆さんどうぞマイロータリー

を使って、今どきのロータリアンになりましょう。

　マイロータリーにログインできない方がおられま

したら、私に言っていただければ手取り足取り優し

くお教えいたします。非常に簡単です、とても便利

ですからぜひ使ってください。
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