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1814 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦、規定審議･ｸﾗﾌﾞ細則）
・会員卓話：山田会員･山子会員･久保田会員
≪ビジター≫
大館一法様(八戸東 RC)
≪会長要件≫熊谷会長
今日Ｒ財団の補助金ニュースがメールできました。
その中にトルコの学校に綺麗な水を、とトイレ設置
のプログラムがありました｡先々週財団の話があり
ましたが、当地区は『未来の夢』テスト地区でした｡
来年度から全地区でこの『未来の夢計画』が始まり
ます｡これは、これまでの財団補助金を簡素化し効率
を図る為です｡試験地区は全世界 100 地区でその中
に当地区も入っていて、蕪島のトイレ復興プロジェ
クトが実現したのです｡トルコのトイレの例で説明
すると、あるクラブが計画を立て相手国はブラジル
の地区で提唱者となって進められました｡このよう
なプログラムは外国のクラブなどとの提携です｡
財団のプロジェクトには重点分野が 6 つあり、平
和と紛争予防・紛争解決 、疾病予防と治療、水と衛
生、母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と
地域社会の発展です。それに対応する補助金です。
トルコの合計資金は 3500 ドル約 280 万円。財団が
1650 ドル出しました｡その後、建てたばかりではな
くロータリアンが衛生習慣を教育。手洗などが続く
よう啓蒙したそうです｡政府による衛生習慣のデー
タによると 300％向上し、教育の効果が出たそうで
す。メディアを通じての活動、広報などもあり代表
的な話と思い紹介しました｡
≪幹事報告≫伊藤幹事
＊レターボックスにロータリー
の横組み 35 ページのコピーと
ピンバッチがあります｡2020 年
オリンピック招致のためのバッチでピンをつけて盛
り上げてくださいとの事です｡
＊1／26 の IM のプログラムが入っています｡

≪出席報告≫吉田出席委員長
正会員 45 名出席免除会員を除く会員 36 名中
本日の例会は免除会員 3 名を含む 28 名出席率 72％

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟなし出席率 71％
＊例会変更
八戸ＲＣ：１/2 休会
八戸東ＲＣ：１/４休会
＊新年互礼会の出欠回覧しています｡
＊クリスマス例会、ビンゴゲームに 1,000 円以上の
プレゼント 19 日までに届けてください。
＊長生園便りが届いています｡
＊根城史跡広場よりのはがきが届いています｡
＊バギオ基金より事業報告が届いています｡
≪ニコニコ・ボックス≫ 平光親睦委員
熊谷会長：本日の会員卓話よろしくお願いします｡
伊藤幹事：今年もあとわずか、頑張りましょう
村上会員：山田さん･山子さん・久保田さん卓話よ
ろしくお願いします｡
黒田 PG：早退失礼します。
平光会員：クリスマス家族会プレゼントよろしくお
願い致します。（親睦委員会より）
≪各種委員会報告≫
長嶺規定審議･クラブ細則委員長：
今週月曜日に第 1 回規定審議･ク
ラブ細則委員会を開きました｡内容
は 9 月に発表された規定審議立法案
の検討で、立法案の中のクラブや当
地区に関するものをピックアップしました。1 月 26
日のＩＭでも『規定審議会、地区合併に付いて考え
る』が予定されています。規定審議会の当地区の代
議員、投票権があるのは鐘ヶ江パストガバナーです｡
各地区の代議員の纏め役が今回ＩＭにも来る小船井
パストガバナーで、問題意識を持ちながら参加して
欲しいです｡
クラブ例会に付いての審議項目は、例会を少なく
とも月 2､3 回にする。休会を年 4 回の所を 6 回にす
る。等があり、なるべく新会員が入りやすく、退会

防止のためにと規制がゆるやかになる提案です｡職
業分類も同業種 10 名まで、51 名以上のクラブは
20％までとの提案もあります｡ロータリーの綱領に
関しても 5 項目にして新世代を加えるなどの提案で
す。綱領はロータリーの目的ですので、変えていい
のかなとも思います｡ＲＩの恒久的テーマを作る｡経
費節約の為、毎年のテーマを 1 本にして「超我の奉
仕」にしよう。またガバナーの任務の改正をし、任
務の中にクラブの定款細則を遵守して厳しくするよ
うにとあります。2830 地区からは地区改正の会員数
を 1100 名との提案もあります｡ＲＩの財務では人頭
分担金の引き上げをとの提案。ＲＩは上げたいし、
最低の分担金もあるので、クラブの方は下げたい所
です｡大きな事柄はこんな所で、ＩＭには地区合併の
問題、会員増強の問題など意識を持
って参加してください｡
≪会員卓話例会≫
山田政信会員：
話題の提供者として何を、と迷い
まして何も見出せぬまま出席した次
第です。私は寒い所で育ちましたので寒さに向うと
体調がよくなりますが、年で足腰が弱くなりました。
活発に動くのは口ぐらいです。私はムジノサハリン
スクに小学生 4､5､6 年の時におりました。そこを数
年前に訪れ、嫌いなロシアですがさらに嫌いになり
ました｡サハリンいたその町並みが育った時のまま
で残っていました｡私の生活した家も残っていまし
た。何十年も経ちながら変化がない。大泊までの国
道４号線もボコボコで終戦の時のまま残っている状
態でした｡父が鉄道の仕事でした。その鉄道も昔のま
まで動いていました。父に連れられムジノサハリン
スクへ行った事や終戦で逃げて来た。引き上げの惨
めさは私の生き様の中で拭い去れない形で残ってい
ます｡貧乏のどん底を味わいました｡寝る家も無く、
布団も無く引揚者に渡された毛布 1 枚でした｡逃げ
てきたのは真夏でしたので、着の身着のままでした。
この年になっても美味しいものを食べたいとの思
いは貪欲です｡お金は働けば何とかなるが、食うのは
今ある内にとの思いです。一番嫌いなのは「お前は
持っていないだろう」といわれるのです。持つため
には一生懸命働きました。これは一生離れないでし
ょう。父に「サラリーマンは蔵が建たないよ。男な
らイチかバチかやって夢破れたら能力が無かったと
思え」と言われました｡あるのは体力だけで会社を興
して来年で 50 周年です。40 周年のときは従業員 21
名でグレートバリアへ皆で行きました。帰ってきて
3 日目に税務署が来て、従業員から税金を取って下
さいといわれました｡40 周年はアボリジニーと記念
撮影をしました。50 周年には何かをしたいと思って
います｡私は脱サラして今になりましたが、背負って
持っていけませんので、人を呼んでのお祝はしたく

ないです。自社だけで何かやりたいと思っています｡
80 歳を目の前に締めくくり、私の生き様を紹介しま
した｡
山子則男会員：
年の瀬を迎えて、私の知り合いが困っています。
この 20 日をもって右腕の方が辞めるとの事。ある
日の私を思い出しました。その方はこの数年業績が
良くて、浮かれていた様に感じます。そういう時に
危険が忍び寄って来るものだと私は思っています。
良い時ほど注意をしなければならない、その兆候が
あります。私も 38 歳の時、青年会議所の常任理事
をやって、格好つけていた時にお得意先が倒産して
資金繰りで大変苦労をしました。その後、業績が回
復してまた調子に乗りゴルフを盛んにやり始めまし
た。夜の付き合いも増えて来て、妻の忠告にも耳を
貸さず浮かれていましたら、妻が体調を崩し長期入
院するはめになりました。長男の受験の時期と重な
って受験や卒業式また高校の入学式にも立ち会えな
い状態でした。卒業式では長男が卒業生代表の挨拶
をしましたが、妻は見ることもできず、とても哀し
い事だったようです。そんなことで、家内には頭が
上がりません。原因は調子づいた自分にあります。
また、50 歳頃には右腕の幹部が辞めるということも
起こりました。業績が大きく後退してこれまた苦労
をしました。これも調子づいた自分に原因があると
思います。いまでは、私は社長信条として、バラン
ス、潮流先進、用心深くの３つ言
葉を戒めとしています。
久保田幸造会員：
この前、笹垣さんが亡くなられ
ました｡私より 1 歳年下。毎年 PET
診断をしていたが、1 年行かなか
ったと聞いています｡私も人間ドックを 35､6 歳から
毎年受けていました｡何処も何とも無く 42 歳まで引
っかからないので、もういいやとやめました｡仕事も
新しくなり忙しく、現場にも出て、夜も 12 時過ぎ
とか、東京や仙台に出かけトラックの中で寝るなど
と元気でした。ある日、日赤から検診の通知が来て
行く、行かないと妻と喧嘩。いやいや行って、その
報告を聞きに行ったら２階の泌尿器科へ寄って行く
様にと言われました。行ったらレントゲン写真を見
せられ、素人目にもやばいと思いました｡右と左の色
が違うのです｡普通じゃないと分ります｡検査の為に
入院、無事切除。右腎臓腫瘍です。それをやって 20
数年経ち何とか生きています。退院して 2､3 ヶ月し
て元気になって煙草を吸ったら、妻に実は悪性だっ
た、調子に乗ってと怒られました｡5 年間は何もやり
たくなかったです｡そのように健康診断がベストで
はありませんし、PET でも１､２割分らないそうで
す｡全てをやっても１−２％は分らないそうですが、
健康診断はきちんとしたほうが良いです｡

