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ロータリーは世界をつなぐ
国際ロータリー会長

例会での会話を増やそう

マーク・ダニエル・マローニー

９ 月 は

八戸ロータリー会長

佐々木

泰

宏

ロ ー タ リ ー の 友 月 間 で す
第₃１₂₀回 例 会

会 長 要 件

八戸ロータリーのテーマ

― ₂₀₁₉〜₂₀―

₂₀₁９.９.４
ノルル国際大会へのアンケート」が届いてお

佐々木泰宏 会長

ります。₉/₉締切
○「歩こう会サークル設立のご案内」がメー

先週は納涼例会をグランドサンピアで開催
しました。今回は初めての試みで抽選で席順

ルボックスに入っております。

を決めさせていただき、奥様席ということで

○八戸ロータリークラブゴルフコンペのご案

席次を決めさせていただきました。いつもと

内
日

は少し違うメンバーの組合せになったかと思

時：2019年10月22日(火・祝)
₈：31スタート(30分前集合)

いますが、会話の内容にも少し変化が出たの
場

ではないでしょうか。

所：八戸カントリークラブ

参加費：3,000円

特に奥様席からはおもいきりおしゃべりが

○ロータリーレートのお知らせ

できてたいへん良かったというお褒めのこと
ばをいただいておりました。次はクリスマス

₉月１日より、１ドル＝106円(現行108円)

例会ですが、何かの工夫を加えたいと思いま

○八戸ローターアクトクラブから例会のお知

す。

らせ
₉月11日㈬19：00～八戸グランドホテル

今月から₉月になり過ごしやすい季節にな
ります。南分区ゴルフコンペ、2830地区大会、
友好クラブの能代RC50周年、ロータリー

委

デーなどたくさんの行事が目白押しです。ぜ

員

会

報

ひ皆さんにはご参加、ご協力のほどよろしく

親睦・会場委員会

お願いします。

○ニコニコボックスの報告
◦誕生祝

幹 事 報 告

永倉

浩委員

大菅祥弘さん

道尻誠助さん

橋本八右衛門 幹事

告

ハッとするような松田委員長
のお話に

石橋信雄さん

○ガバナー事務所より、「2020ロータリーホ
― ₁ ―

本日の卓話、松田委員長、楽

宅が見えて、けっこう交流があり、原さんが

ＹＳアリーナ竣工。

外交官をお辞めになったあと何さんの海運会

吉田誠夫さん

しみにしてます。
橋本八右衛門さん
佐々木泰宏さん

案内が多いので期日まで

社の顧問にしてくださったそうです。原さん

のご連絡お願いいたします。

のお母さんはうちの病院でずっと面倒をみて
亡くなっています。

誰かオーディオに詳しい方

この間、鶴飼寿栄さんが台湾宜蘭クラブと

いませんか？（相談したい

十和田RCの関係から八戸クラブと台湾基隆

事があります）
永倉

浩・山田慶次・石橋

ニコニコ

赤澤栄治・鈴木恒義・田部久貴
掛端浩之・夏川戸

斉さん

との交流が生まれたという話をされましたが、

理


宜蘭は台北の近くにあります。基隆には鄭先

デー

生という方がいましたが、その方は日本の医
大を出ていますので、その方の関係で全部

「何添財さんの思い出」

種市

襄会員

セットアップしてくださいました。故浅水逸

何添財さんが亡くなったのでお悔みの手紙

郎パストガバナーが弔問にいっています。最

を出したところ息子さんから立派な字の手紙

初の交流が始まるときの締結には故石橋昭雄

が届きました。この字からしっかりした息子

さんがトップバッターで行かれ、いろいろ

さんだと思います。「故人の遺志を継ぎ、社

やって締結書まで立派に作りましたので、意

業の発展に一層努力をいたしますので今後と

外とやるものだと感心しました。
基隆ロータリークラブは基隆扶輪社といい

もご支援よろしくお願いします。」とありま

ます。前原義一さんは昔は台湾課長と呼ばれ、

す。

ほとんど基隆クラブとの交流を仕切っていま

彼はお土産にいつも高級なウーロン茶を

した。

持って来てくださいましたし、年賀状もずっ
と毎年続いておりました。彼は元気で、八戸

わたしの個人的な基隆との交流ですが、わ

に来ますと必ず二次会まで参加されていまし

たしの娘が台湾にいったとき、基隆クラブの

た。お孫さんを連れてきたときにテーブルが

会員にお世話になりました。シャークさんは

一緒で、何さんはちょっとうつ病なので薬を

必ず年賀状にうちの娘の名前が入ってきてい

飲み過ぎて翌日の十和田湖の旅行に置いてい

ます。レンさんの子どもさんをうちに泊めて、

かれました。

ディズニーランドに連れて行きました。

わたしが会長のときに、石橋信雄さんのお

チャーターメンバーのリーさんはいつも第二

父さんの故昭雄さんがガバナー補佐をしてい

夫人を連れてくる方ですが、痛風になったと

ました。IMを国際奉仕をテーマにシンポ

きにわたしのところで針を刺して水を抜いて

ジュウムを開きました。そのときに台湾から

治しましたら、元気で次の会合に出ていまし

何さんに来ていただき、台湾と日本の交流、

た。
ハーゲットさんはカラオケをやりすぎで喉

八戸クラブとの友好クラブ関係をお話しいた

を痛めて北村耳鼻科を紹介したこともありま

だきました。
その他のシンポジストの財団奨学生、米山

した。鴨沢諭さんのおじいさんの喜八郎さん

奨学生、交換留学生にも発言していただき、

は台湾に行くとけっこうはしゃいで、舞台の

けっこういいシンポジュウムでした。石橋昭

上で飛び跳ねていました。山田慶次さんのお

雄さんは特別講演を担当して、自分の親友の

父さんの順一さんは中国語が堪能で台湾でも

筑波大学教授の近藤さんを呼んで楽しい話を

幅をきかせていました。

していただきました。
村井

国交のない台湾には交流協会があり、そこ

達さん

の台湾事務所長が八戸出身外交官の原冨士男

何さんとは当クラブのベテランメンバーの

さんでした。公邸の下からすぐに何さんのお

方は30年、40年というお付き合いですので、
― ₂ ―

皆さんそれぞれにお手紙が来ているかと思い

日のテーマです。次回以降は強制登録の世界

ます。代表で息子さんからわたしにいただい

に入りますので、スマホでもPCでも登録で

た手紙を読ませていただきます。

きますので、せーのでテーブルに出していた

「拝復

だいて強制登録させていただきたいと思って

亡父へのご哀悼の手紙を賜り誠にあ

います。簡単に登録できます。

りがとうございました。数十年来、父との楽
しく懐かしいいろいろな思い出の話が文中に

きょうはMy Rotaryの面白みをご紹介した

溢れ、改めて真の心が通うすばらしい友情を

いと思います。まず、ひじょうに奥が深いで

感服し、わたしも父が良き日本の友人を持つ

す。わたしはこのために₄時間くらい触って

ことをたいへん嬉しく思っております。父は

いましたが、触っていてもよくわかりません。

92の高齢で他界したことは心残りはしますが、

すごく奥が深くて多すぎます。底なし沼のよ

故人が築いた事業を守る上、なお一層の発展

うに入っていきます。きょうは役立つコンテ

を図りますので、どうか今後とも父生前時に

ンツをご紹介したいと思います。

変わらぬご厚誼を賜りたくお願い申し上げる

My Rotaryに登録されている以外の方で

次第です。さっそく父の霊前に村井先生のお

HPをご覧になったことがある方はいます

手紙の内容を読んで聞かせますので、きっと

か？これは実にひじょうに内容が深いです。

喜んでくれると思っております。敬具」

My Rotary画面にログインとアカウント登録

₈月26日付で頂戴しました。

がありますが、アカウント登録は新規登録者
が使う入口になります。ログインは登録して

会報広報委員会

「My Rotaryについて」

いる方が入る画面です。メールアドレス、設

松田浩二委員長

定したパスワードを入れるとログイン画面が
出ます。八戸RC

広報委員会の今年の活動目標は₃点挙げて

例会場グランドホテル、

います。①自分で発信できるホームページを

例会日

水曜日12：30～、会長

佐々木泰宏

充実しよう②My Rotaryの利便性を理解して

というクラブの情報が出ます。ロータリア

いただいて、登録率を高めましょう。③八戸

ンのトピックス、スポットライトを見てく

ロータリークラブ理念と地域貢献活動を広め

ださい。My Profileに自分のプロフィールを

るための広報戦略を考え実行する。佐々木会

登録すると全世界のロータリアンとつなが

長ともロータリーデーを含めて、広報につい

ります。国際ロータリーのレートもついてい

て議論させていただいています。

ます。

₉月14日に八戸市がやっている八戸ワイン

ロータリアンが使える割引、特典もありま

カレッジという講座にご興味のある方はぜひ

す。レンタカーが安くなる。安くなるほかに

ご参加ください。

使えばロータリーに寄付がいくというおもし

My Rotaryについて衝撃的な数字がありま

ろい仕組みになっています。オリックスレン

す。八戸市の登録はどのくらいかご存知で

タカー利用で₃％相当が国際ロータリーに還

しょうか？80%、50％、40％、20％、₀％。

元されます。要するに割引を受けつつ、なお

八戸ロータリーは22.2％で、63名中14名と寂

かつロータリーに寄付がいくというひじょう

しい限りです。目標としては近日中で50％、

にすばらしいシステムがあります。ご自分が

最終的には何とか100％を目指そうというこ

お得をしていただくとともに寄付ができると

とで今年は取り組んでいきたいと思っていま

いうすばらしいシステムです。
きょうご紹介するのはデータがあっておも

す。ぜひご協力をお願いします。
きょうはMy Rotaryを見たことがないとい

しろい。新着情報はロータリーの新着情報で

う方が多いと思いますが、ひじょうに優れた

す。インドのカルカッタロータリークラブの

HPですので、ぜひ理解していただいて、登

シェカールメータさんが選出されました。こ

録したいと思っていただきたいというのが今

こに情報がたくさん出てきます。きょうびっ

― ₃ ―

くりしたのは、お金のある方はジャック・ニ

My Rotaryに登録している印です。石橋さん

コラスとゴルフのプレーのチャンス！すごい

の周りの方はNO、会員登録していないこと

です。これは25万ドル（約2,600万円）寄付

が一目でわかってしまいます。

をすると何とジャック・ニコラスとプレーが

このようにMy Rotaryを使うことでいろん

できる。ゴルフ好きには恐ろしい、すばら

な情報やいろんなお得な情報、ロータリー

しい夢のようなことがあります。2,650万円

に関するいろいろな情報がこの中にすべ

払っていただけるとジャック・ニコラスとプ

て載っています。わたしが一番感心したの

レーができる。ぜひぜひご寄付をいただいて、

は、新入会員が入ってすぐにわからないこ

世界のプレーヤーと、という驚くべきことが

とは何かというと、ロータリーのことがよ

ここに書いてあります。

くわからないのです。ここにロータリーの

もっと恐ろしいことがあります。ここで八

基本情報がぜんぶ入っています。新入会員

戸ロータリーの真実がここでわかります。レ

は何がわからないかというとロータリー用

ポート類がいっぱい出てきます。八戸ロータ

語です。これがよくわからない。宇宙人のよ

リーの会員の動向数が出てきます。傾向など

うなことばに聞こえてきます。エレクト？ガ

あからさまにグラフでわかります。今年は63

バナー？これを見ていただくとロータリー用

人、女性は誰もいない。年齢の傾向など。な

語、ロータリーの歴史などぜんぶ解説してく

ぜか年齢未報告、年齢不詳の方が₆名もいま

れます。

す。資金がどのくらい集まっているかなど一

ぜひこういうものを活用していただいて、

覧表で出ています。会員増強が達成している

My Rotary登録率100％を目指して今年はど

かなどすべてあからさまにわかります。会員

んどん進んでいこうと思っていますので、次

は達成となっていますが、ほかはほぼ達成し

回は皆さんスマホをご用意いただいて、指導

ていないようです。

員の下でばしばし登録していただいて、先ほ

なぜわたしが皆さんがMy Rotaryに入って

どの名簿の中にYと付くようにお願いしたい

いるかいないかがわかったかといいますと、

と思います。次回は10月₂日に会員登録を懇

この中にデータとしてぜんぶ残っています。

切丁寧にご指導いたしますので、スマホ、

会員番号、My Rotaryに登録しているかどう

ノートパソコン、タブレットをお持ちくださ

かもぜんぶ出ていて、そこで人数を数えまし

い。

た。例えば石橋信雄さんYesのY。この方は
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