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第 1794 回例会記録 ≪ガバナー公式訪問例会≫ 
2012 年 7 月 12 日（木） 点鐘 12：30 

                                      レポート NO.1251 

≪ゲスト≫ 
松本康子ガバナー 
富岡義勝南分区ＡＧ 
≪ビジター≫ 
寺澤吉徳様(八戸東 RC) 
≪会長要件≫熊谷会長 
 こんにちは、今日は公式訪問で松本がバナーと富

岡ガバナー補佐をお迎えしています。10 時より会長

幹事面談、私と伊藤幹事、小原会長エレクト、清川

副幹事の 4 名が参加しました。11 時からクラブ協議

会、各委員長が今年度の方針を述べガバナーより講

評を頂きました。 
≪新会員バッチ伝達≫ 
スポンサー：山田会員 
 熊谷年度第 1 号の

新会員を紹介します。

田守さんとは会社の

方の付き合いが古く、

公私共々お世話にな

っております。本人より挨拶をしていただきます。 
田守邦子新会員： 
 はじめまして、何もわかりませんので、宜しく

色々おしえて下さい。 
≪幹事報告≫伊藤幹事 
＊ 7 月 15 日(日)ＡＴＶで朝 6：30 からの『この人

に』で松本ガバナーが出演します。 
＊ 例会変更 
八戸ＲＣ：8／8 は納涼夜例会。15 日は任意休会 
八戸東ＲＣ：10 日任意休会、17 日納涼夜例会 

＊ 十和田八甲ＲＣ10周年式典と当クラブ納涼例会

の出欠回覧中です。 

＊ 来週は南分区合同例会。幹事クラブですので 5
時集合。お手伝い宜しくお願いします。 

≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員 
松本康子ガバナー： 
富岡ガバナー補佐：ガバナー補佐です。一年間宜しく

お願い申し上げます。 
熊谷会長：松本ガバナー、富岡ガバナー補佐本日は

よろしくお願いします。田守さん今日からよろしく 
伊藤幹事：松本ガバナー本日はよろしく願いします。 
小原会員：松本ガバナー富岡ガバナー補佐ようこそ 
黒田会員：松本ガバナー、富岡ガバナー補佐今日は

ありがとうございます。 
石橋一男会員：松本ガバナー公式訪問を歓迎しロー

タリー財団ＭＰＨＦ4 回目を寄付致します。 
鈴木会員：ガバナーようこそ！ 
榊会員：松本ガバナー本日はようこそおいでくださ

いました。田守様これから楽しいクラブを！！ 
平光会員：松本ガバナー､富岡Ｇ補佐本日はよろし

くお願い致します。 
結婚記念日：野澤会員 
≪各委員会報告≫ 
榊ロータリー財団委員長： 
 報告いたします。本日 1,000 ドルを熊谷会長､石橋

一男会員､長嶺会員から頂き､私もつられてＰＨＦ

に挑戦しました。また 100 ドルを平光会員から頂き

ました。皆様も 100 ドル挑戦ください。 

赤穂米山記念奨学委員長： 

 本日鈴木会員から 10 万円頂きました。それで私

もそれなりの金額を入れました 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 
松本康子ガバナー： 
 こんにちは。10 時からちょっとずつお話しをさせ

≪出席報告≫ 吉田出席委員長 

正会員 44 名出席免除会員を除く会員 35 名中 

本日の例会は免除会員 3 名と 

事前ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 3 名を含む 32 名出席率 77％  

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1 名出席率 84％ 

1794 回例会要旨 

・会長要件 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦、Ｒ財団、米山奨学会）

・ガバナー講話  



  

 

て頂きました。7 月 1 日よりガバナー、大変な重責

です。ノミニー､エレクトの時､ガバ

ナーになったら何ができるか？適

任ではないのではと思い悩みまし

たが刻々と日が迫りガバナーとな

りました。しかし、今日このクラブ

にはいそいそと出かけて来ました。

それは黒田ＲＩ元理事がいらっし

ゃるからで、最初にご指導いただい

たのは島村年度、会員増強委員長だった時に分厚い

資料を頂きました。御礼を言いましたが、段々とロ

ータリーがわかってくるとそれはすごい宝物であ

ることが分り、改めて御礼申しあげます。又いつお

会いしても、黒田先生の笑顔を見ると、いつも相談

に乗って頂けて、ガバナーとしても頑張れるような

気がします。 
 私は青森生まれではなく、皆さんご存知のような

年です。夫が弘前大学院 1 年の時に結婚の為、弘前

に来ました。おっとりした所で、買い物をして、こ

れ包んでと言っても「ねは？」と言われ、やっても

らえません。男の人が早く喋ると何を言っているか

分りません。私は草月流の免許を取っています。弘

前に来る前に草月流本部で聞いたら弘前の花屋さ

んに(教授が)行っていてお花の稽古場があると聞き、

しかしそこへ行ってみると1年経っても弟子がいま

せん。城下町で他国の者は入れないところです。そ

の方は私に代表を譲り帰りました。他の師匠に挨拶

に行ったら、夫が弘大の先生なら大丈夫と仲間に入

れていただきました。夫は 7 時 30 分に家を出ると

夜中の 12 時まで帰ってきません。夜中に帰ってき

てから煮炊きをすると近所迷惑と、いつも冷たい煮

物などの夕食で 10 年間過ごしました。 
 弘前の市役所で青森への手続をしましたら、こん

なにも違うのかと、青森の方はパンチのある方でし

たが私は東京のパンチのあるところだったので地

域活動と、職業奉仕で賄のおばさんをやりました。

そのうちにロータリーで卓話をといわれ「企業家の

妻と母」だったと思います。そうこうする内に入会

をと言われ入会しました。私は青森が好きです。Ｐ

ＴＡ活動もしました。県のＰＴＡで勉強させて頂き、

弘前や青森、八戸など色々な地域の方々の仲間入り

をさせて頂きました。 
 米山との関係は会長の時にＮＰＯ法人の友人が

ウルムチからの留学生を連れてきました。彼は言葉

が未だはっきりせず、新聞配達しかバイトが出来な

いとのことで米山奨学金の事を話してやり、私も奨

学金の何たるかを勉強しました。彼は弘大から公立

大に転校し研究科の生徒になるまでの道をつけた

ご縁でカウンセラー役をさせて頂きました。カウン

セラーと言ってもただ見守るだけでしたが、彼は幸

せな思いで学校へ行きました。今は亡き工藤徹也パ

ストガバナーから前田地区米山奨学委員長が体調

を壊したので委員長をと言われ引き受けて、それか

らの委員長でしたが、なんと幸せな委員会だと思い

ました。試験で誰を選ぶかいつも困りますが、育っ

た生徒から『お母さん』とよばれるようになりまし

た。担当ＰＧの鐘ヶ江さんは米山のお父さんと言っ

て、今の委員長はお兄さんと言ってと言っています

が、全国の集まりに行ってもお母さんといわれてい

ました。昨年の 3 月 11 日私は出先でした。青森で

も大きなゆれで奨学生は？と思いましたが、連絡が

取れません。次の日奨学生達から「お母さん大丈

夫?」と電話が入りました。本部からも連絡を頂き、

こんな幸せはありません。これだけの幸せをもらえ

た、自分の与えた気持ちが 3 倍 4 倍になって帰って

きたと思いました。ガバナーになっても、最善を尽

くせばよいと思っています。 
 今、青森中央学院大に米山奨学金をもらった学生

が 10 名以上います。何かしたいと言っていますの

でクラブができると思います。そうすれば学友会も

花が咲きます。皆さんに恩を受けたことを忘れてい

ませんし、皆様の寄付のお陰と感謝しています。 

私も米山で、ロータリーに入れて頂いた、そのお陰

様で知り合った事や誠実さや色々なものを頂戴し

ました。気が乗らずに出た会合でも色々な方に合う

と嫌な気持ちもなくなります。 
 先日五戸ＲＣでＢ２５を知っているかと聞かれ

ました。もちろん知っていますが、小学生でどうし

たかは覚えていません。家の門から玄関まで 50 発

の銃弾が打ち込まれ無一文になりました。母は秋田

にいたので産婦人科を開業していました。青森で開

業をしないかと声をかけられた時、その話しをしに

秋田へ行ったら、肉親に勘当されました。私は跡取

娘でずっと松本康子でしたので、母は主人を攻めら

れないので私にチクチクと文句を言いました。しか

し親子 4 人、弘大講師の名刺 1 枚でお金を借り開業

しました。誰も知り合いのいない所へ来たので地域

ボランティアをしました。青森県の人間性は７藩あ

ると言われます。津軽藩、斗南藩、八戸藩、盛岡藩･･･。

激論を交わすのが素晴らしいことです。その人間性

に惹かれています。わたしの話は原稿がありません。

私は出来る事をやらせて頂いてきました。皆様のご

活躍に何かしら力添えができればと思っています。 
 私は花の師匠ですので花と色で一般公開できま

せんがクラブを表現したいと思っています。このク

ラブは瑠璃色、大好きなブルーで透明感のある色。

お花はゼラニューム。尊敬と信頼です。皆さんに反

対に言われそうですが、ご健康に留意して一年間頑

張って、光り輝く成果を出し、最後に万歳をしまし

ょう！ 



クラブ協議会 風景                              例会後ガバナーを囲んでティタイム 

 
 
 


