第２８３０地区 青森北東ロータリークラブ会報
K.R.“ラビ”ラビンドラン〈2015~2016 年度会長〉
第 2830 地区ガバナー 鈴木唯司
□会長：加藤 彰 □副会長：本間義悦 □幹事：寺田 誠 □広報：遠間善弘
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Be a gift to the world

℡017-735-2060

世界へのプレゼントになろう

第 2425 回例会（2016.3.30）
～

ホテル青森内

創立記念日例会

恵比須屋

№36
～

食堂に 21 名のロータリアンが終結したそう

●ＲＩのテーマ唱和

です。本日の例会は奇しくも 50 年経った３月
●点

鐘

30 日水曜日です。本日、ここに 50 周年の記

●四つのテスト唱和

念例会を迎える事ができる事は大変喜ばしい
事です。

●創立 50 周年記念歌奏風歌斉唱

この 50 年の間、我がクラブは一歩一歩、着
実に奉仕活動を続けてきたと思います。1988

●ゲスト紹介
ファム フォン タインさん（米山奨学生）
●ビジター紹介（敬称略・昼受付）

年～1989 年度には故生駒日出夫地区ガバナ
ー、
1999 年～2000 年度には故工藤徹也地区ガ
バナーを輩出して、地区にも大いに貢献して

青森ＲＣ 篠崎由雄

蝦名春美

蝦名文昭

来ました。ロータリーには２つの奉仕理念が

吉澤英雄

小林真幸

柳谷恒次

あります。1 つは Service

青森モーニングＲＣ

髙坂 強

活動理念です。２つ目は One

誠会員（１９５６年３月１１日生）

今勝一志会員（１９６２年３月２９日生）
●結婚記念日祝
加藤

self：こ

れは弱者に手を差し伸べるという人道的奉仕

●誕生日祝
寺田

above

who

profits most

Serves best で、事業の継続的繁栄を

願う職業奉仕活動理念であります。他の奉仕
団体にはないロータリーの本質的な理念です。
我がクラブはこの職業奉仕活動を特に大切に

彰会員（１９７６年３月１１日）

して来たと思います。姉妹クラブを国内、国

小山内扶美子会員（１９８３年３月１３日）

外に持つ事もせずに地味ではあるが、クラブ

今川

内の親睦を温め、職業倫理を高めて、着実に

愃司会員（１９６４年３月２９日）

奉仕活動を続けてきたと思います。ロータリ

●会長の時間・会務報告

ーの基本を守りつつ、50 年の長きに渡って奉

〇「50 周年記念例会挨拶」の要約
50 年前の 1966 年（昭和 41 年）3 月 30 日水
曜日は、青森北東ロータリークラブが誕生し
た日です。
朝には季節外れの雪が 10cm も積も
りましたが、早朝から見事に晴れ渡り、春を
取り戻した夕刻の 4 時には旧青森市民会館の
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仕活動をしてきた大先輩たちには唯々頭が下
がる思いであります。
Pay

it

Forward：恩を先に送ろう。昨年

の地区大会に於いて、岩渕均 RI 会長代理がラ
ビンドラン RI 会長の言葉として紹介されま
した。
「Pay

it

Forward：恩を先に送ろう」。

この言葉と共に青森北東ロータリークラブの
皆さんが大切にして来た真心を、一歩一歩、
牛歩の歩みではありますが、手に手繋いで、
未来の青森北東ロータリークラブへと繋いで

覧)
・事務局よりお知らせ
４月１３日（水）をお休みさせて頂きます。
●会員総数 ３６名 内免除申請会員３名

行きたいと思います。今宵、皆さんと、この
喜びを分かち合える事に感謝しつつ、また、

●本日の出席率

３３名中２７名

81.82％

これまで努力をされて来た先輩たちに敬意を

●3 月 9 日確定率 ３３名中２９名

87.88％

表して、挨拶とさせていただきます。ありが
●メークアップ

とうございました。
●幹事報告
・次回例会は４月６日（水）通常例会、例会兼
クラブミーティング、上野浩之広報委員によ
る「ロータリーの友」紹介です。

３月１７日

高橋竹美（青森ＲＣ）

３月１８日

珍田 眞

３月２５日

４月２３日（土）１５時～ プラザマリュウ
締切り４月５日

・地区研修・協議会開催のご案内
５月１５日（日）１０時半～
テル

登録料：10,000 円

加藤 彰

根井力夫 小畑 敦

小山内扶美子

小山

茂 佐々木彣造

遠間善弘

三上

巽 鳴海孝仁

（５０周年実行委員会幹事会）
３月２８日 三上 巽

村上秀一

相馬敏行

（青森中央ＲＣ）

八戸パークホ

締切り４月１８日

巽 村上秀一

相馬敏行（青森東ＲＣ）

・西第一グループＩ.Ｍ開催のご案内
五所川原 登録料：12,000 円

三上

●委員会報告 「春のクリーン大作戦について」

・ＲＹＬＡセミナー開催のご案内

中村洋一青少年社会奉仕委員長

６月１８日（土）・１９日（日）１２時～
青森公立大学国際交流ハウス
参加費：7,000 円（１泊４食付）締切り５月１４日
・公益財団法人米山梅吉記念館より「館報 vol.
27」、「春季例祭開催のご案内」（回覧）
・ＲＩ第２８３０地区＆青森大学連携寄付講座
「じょっぱり経済学」のお知らせ（回覧）
・七戸ＲＣより創立５０周年記念式典開催のお
知らせ（回覧）

●創立記念日例会
１．会長挨拶
２．創立記念日表彰（記念品授与）
通算４０年

佐々木 彣造会員

連続１０年

加藤

彰

会員

〃

三上

巽

会員

〃

鳴海 孝仁

会員

〃

小山

会員

茂

３．感謝状贈呈

・ロータリーレートのお知らせ
４月１日からも現行通りで変更はございませ
ん。（現行１ドル１１６円）

創立５０周年記念歌「奏風歌」作詞
遠間善弘会員
４．表彰代表者謝辞

・ガバナー月信３月号（回覧）
・公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より
「寄
附お礼状」、機関誌「スカウティング№７０
９」（回覧）

・ガバナーエレクト事務所より「ＰＥＴＳご
出席の御礼」（回覧）
・青森県立盲学校より「四つ葉№61」（回覧）
・命を大切にする心を育む県民運動推進会議
より情報誌｢いのちつうしん vol.５｣(回
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佐々木彣造会員

５．青森北東ＲＣ発足時の写真映写、説明
遠間善弘会員
６．歴代会長の思い出発表
７．乾杯

～祝 宴～

８．会員よりロータリーへの思い発表
９．創立５０周年記念歌「奏風歌」斉唱
１０．中締め
１１．ロータリーソング

「手に手つないで」

１２．お開き
いつも笑顔で

ニコニコＢＯＸ(敬称略)

・青森北東ＲＣ創立５０周年おめでとうござい
ます。
・ファム フォン タインさん、ようこそいらっ
しゃいました。
・寺田誠会員、今勝一志会員、誕生日おめでと
うございます。
・加藤彰会員、小山内扶美子会員、今川愃司会
員、結婚記念日おめでとうございます。
・佐々木彣造会員通算４０年、加藤彰会員・三
上巽会員・鳴海孝仁会員・小山茂会員連続１
０年出席おめでとうございます。
出席いただいた皆さんより頂きました
・誕生日プレゼントありがとうございます。３
月１１日６０歳（還暦）を迎え１歳から再ス
タートとなります。今後も宜しくお願いしま
す。

寺田

誠

・また一つ歳が増えました。新年度もよろしく
お願い致します。

今勝一志

・結婚記念日のお祝いありがとうございます。
４０周年を迎えました。

加藤

彰

・１月２９日が誕生日でした。今年で５７歳に
なりましたが、今年も頑張っていこうと思い
ます。

奥田正徳

- 4913 -

- 4914 -

