
《会長要件》西尾会長
　みなさん、こんにちは、お久しぶり
です。1 か月ぶりのパークホテルでの
例会です。この間、オンライン例会を
行ってきまして、例会内での報告など
は、別途文書でお知らせしておりまし
た。また、オンラインミーティングの
様子を録画したものをパソコン等で会

員のみなさんが見ることができるように準備を進め
てきました。全国的に感染者数が減り、10 月からさ
あ活動再開、という雰囲気もある中、またいつ感染
拡大になるか分からない状態ですので、気を緩めず
に対策をしてまいりましょう。
　さて、今月 10 月は、経済と地域社会の発展、米山
月間です。来週には、米山奨学生の卓話を予定して
おります。そこで、今日は、米山記念奨学事業につ
いての理解を深めるため、国際奉仕委員会の小原副
委員長にお願いしております、よろしくお願いいた
します。
　私の方からは、10 月 5 日に開催された国際ロータ
リー会長会議についてご紹介します。この会長主催
会議は、ロータリー重点分野について、クラブや地
区が地元や海外で実施している人道的活動の報告な
どをするもののようです。今年度は 10 月 5 日には韓
国の慶州で行われたのを皮切りに、6 月の年度末ま
でにフィリピン、インド、ブラジル、モザンビーク、
イタリア、米国で行われます。YouTube で会議の様
子をみることができますので、こちらをプロジェク
ターの画面に映します。会議の中では、シェカール・
メータ会長や日本からは辰野克彦 RI 理事のあいさつ
があり、重点分野の疾病予防と治療、環境保全につ
いて、日本からの報告もありました。
　第 2570 地区（埼玉西北部）による台湾の病院に多
機能超音波医療車を寄贈したり、第 2630 地区（岐阜・
三重）によるタイの病院への救命機器の贈呈、第
2710 地区（山口・広島）によるボリビアの水頭症治
療援助、第 2750 地区（東京・グアムなど）による新
型コロナウイルス感染症に関連するプロジェクトと
いったグローバル補助金の報告がありました。また、
環境保全について、第 2820 地区（茨城）によるロー

タリー奉仕デー地球環境保全プロジェクトについて
報告がありました。この冒頭だけ少し映像で紹介し
ます。（動画）と、ここから天野正博先生による海岸
清掃が海洋汚染の防止、生物多様性の減少や気候変
動についての説明が続くのですが、この先生のお名
前を見たことあるな、と思いまして、ちょっと検索
してみますと、名古屋大学の農学部林学科卒業で、
農林水産省の林業試験場（現在森林総合研究所）に
勤められていたということで、私の元職場の大先輩
でした。
　書籍を見ますと、学生時代に手元にあったものば
かりでしたので、びっくりしました。下館ロータリー
クラブの名誉会員ということで、ロータリーはいろ
んなつながりがあるんだなと驚いたというのが、本
日の会長要件でした。YouTube で公開されています
ので、ぜひご覧ください。

《本人誕生日》
《橋本会員》
　誕生日が来ることになって
いたそうです、10月20日です。
まだ 62 ですが 63 になります。
皆さんに追いつきたいと思い
ます、よろしくお願いします。

《結婚記念日》

石橋会員　　　　 　　 大澤会員

 

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 6 名を含む 22 名。出席率は 78.6％

です。

伊藤職業奉仕委員長

第 2189 回 例 会 記 録
《国際奉仕委員会（米山）担当例会》

2021 年 10 月 7 日（木）
点鐘　12：30
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久保田会員：お久しぶりです

米内会員：おひさしぶりです

松田会員：小原副委員長、宜しくお

　　　　願いします。

西村会員：お久しぶりです、小原副

　　　　委員長、宜しくお願い致し

　　　　ます。

中村会員：皆様お久しぶりです。

本人誕生日：橋本会員

結婚記念日：石橋会員、大澤会員

《国際奉仕委員会》小原副委員長

　国際奉仕委員会米山奨学会担当副委

員長の小原です。本日米山関係の担当

例会ということで米山奨学会のホーム

ページを見たら、初めてホームページ

を色々見たのですが、凄く情報がいっ

ぱいあって、その中に米山記念奨学会

の紹介ビデオというのがありました。

4 年くらい前に作られたものなので熱心な方はご覧

になっているかとは思いますが、ご覧になっていな

い方がいらっしゃると思うのでまずそれを流したい

と思います。（紹介ビデオ）今日皆様のレターボック

スに米山の豆辞典というのが入っていると思います。

じっくりご覧になったことがない方も多いかと思い

ますが読んでみると色々な情報が書いてあるので時

間のある時に読んでみて頂きたいと思います。

　豆辞典をちょっと開いていただきますと 3 ページ

の下の方には「なぜ、外国人留学生を支援するのか？

その背景には二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に平和日本を世界に伝え、国際親善と世界平和に寄

与したいという、戦後のロータリアンたちの強い願

いがありました。」ということが書いてございます。

5 ページ、6 ページには前年度の収支がありまして、

寄付金収入が 2020－21 年度では 13 億 3,600 万ほど

になっているということで、その内 12 億 4,300 万が

奨学金に充てられていますよというふうなことがあ

ります。6 ページを見ますと正味財産が 100 億円位

財団法人であります。9 ページを見ますと地区の奨

学生の割り当て数が書いてあり 2022 学年度ですと

2830 地区は 10 名、昨年は 12 名で 2 名減ということ

になっています。11 ページは米山奨学生の数の推移

で、前年度までで 22,267 名になりましたよというこ

とです。19 ページ 20 ページに寄付がありますけれ

ども寄付にはクラブから払い込む普通寄付金と任意

でやっていただく特別寄付金がありますよというこ

とで、今年度の地区の目標は特別寄付金 1 人 1 万円

ということですので是非ともご協力をお願いしたい

と思います。21 ページには寄付した場合には所得税

の寄付金控除の特例がありますよということが書い

てあります。23 ページには地区別の寄付実績があり

まして青森県は 1 人当たり 9,572 円ということです。

一番多かったのが神奈川県 2590 地区（横浜市、川崎

市）で 1 人当たり 27,421 円というふうな事が書いて

ございます。来週は奨学生のお話が聞けると思いま

すのでよろしくお願いします。

《結婚記念日・配偶者誕生日》

吉田立盛会員

《幹事報告》慶徳幹事

◦理事・役員会報告

〇11 月のプログラム、11 月 4 日（木）

任意休会、11 月 11 日（木）国際奉仕

委員会担当例会、11 月 18 日（木）ロー

タリー財団担当例会、11 月 25 日（木）

祝日の週につき休会

〇10 月 1 日に西尾会長、橋本委員長、

清川会員立会いの下東日本大震災復興 10 周年記念植

樹を蕪嶋神社にて行いました。会員の皆様には 10 月

23 日 11 時にお集まりいただき記念撮影をしたいと

思います。都合のつく方はご参加ください。

〇事務局で使っている携帯電話が故障したのでこれ

を機にスマホに切り替えることを承認しました。

〇10 月末に予定している指名委員選挙につきまして

は今のところ集まっていただいて行うことにしてい

ますがコロナ感染状況によっては郵便投票での選挙

も視野に入れております。

◦地区事務所より佐賀・長崎豪雨災害支援のお願いが

来ております、ご協力お願いします。

◦八戸東ＲＣより合同例会が中止になっているので合

同例会で行う予定だった内容をＲＩＤ2830 南グルー

プニュースとして作成しました。皆さんにはメール

でお届けしましたがメール登録のない方にはプリン

トした物をレターボックスに入れてあります。

◦ザ・ロータリアン英語版が届いています。

◦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ＲＣ10月 2週目まで休会、

3 週目から再開しますがメーキャップは例会場の入

り口で受け付けます。コロナ感染者の状況によって

は変更があるということです。八戸東ＲＣ10 月 8 日

まで例会取りやめ、八戸北ＲＣ10 月はオンライン例

会のみ、八戸中央ＲＣ10 月 4 日のみ開催、それ以外

は休会です。

◦南グループ合同会員名簿の訂正シールをお配りしま

すので各自貼って下さい。

◦地区事務所より10月1日から地区大会のコマーシャ

ルがテレビ等で放映されていますのでご覧ください。

10 日までだそうです。

◦地域社会の経済発展リソースのご案内とエンドポリ

オナウリソースの案内が来ています。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長：お久しぶり

慶徳幹事：皆さんお久しぶり

小原会員：本日は米山奨学会担当例会です。よろし

　　　　くお願いします。
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