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第 1854 回例会要旨

《出席報告》田守出席委員長
正会員数 44 名。本日の出席は免除
会 員 ４ 名 を 含 む 31 名。出 席 率
72％です。前々回の例会は職場訪
問例会でした。

・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
≪出席、親睦≫
・地区大会報告（クラブ協議会）

米内 SAA

≪会長要件≫小原会長
先週末の地区大会には多数の会
員の方が御参加くださり、ありが
とうございました。
本 日 は、地 区 大 会 報 告 例 会 と
なっていますので、何人かの会員
の方にお話をしていただく予定で
す。地区大会当日に三浦晃会員が
カメラをお持ちだったので、本日
の例会で、撮影した写真をスライ
ドのように流して説明していただ
けませんかと御願いしたところ、大変な力作を制作
していただいたので、会員の方がお話している間、
スクリーンに当日の写真や動画を流していただくこ
とにしました。
私は清川幹事とともに、10 月 4 日夜に開催された
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会から参加いたしました。当
日の昼は、記念ゴルフ大会が開催され、中村靖治Ｒ
Ｉ会長代理もプレーなさったようです。分区対抗の
結果は、東第 1 分区が優勝、南分区は残念ながらブー
ビー賞だったとのことでした。
5 日の午前中は、会長幹事会があり、前年度の地
区決算の承認や大会決議文の採択がなされました。
引き続き、地区指導者育成セミナーが開催され、当
クラブの黒田元ＲＩ理事、島村パストガバナー及び
山崎パストガバナーの 3 人がパネラーとして、ロー
タリーのリーダーシップ及びロータリーの醍醐味に
ついてお話をされました。黒田元ＲＩ理事は、青少
年奉仕、韓国と交流、姉妹クラブ締結についてお話
をなさり、感銘を受けました。
今回の地区大会では、コ・ホストクラブ会長が、
開会の言葉と閉会の言葉を分担することになり、私
は 2 日目の開会の言葉が割り当てられました。大勢
の前で話すので緊張しましたが、待機している間に

開会前の舞台裏の様子が感じられたりして、貴重な
体験でした。
また、当クラブがロータリー財団関係の２つの部
門で第 1 位となったので、6 日の第 4 本会議で登壇し、
松本直前ガバナーから表彰状を頂戴しました。ここ
で、表彰状を御披露いたします。直前年度の熊谷会
長及び榊ロータリー財団委員長を始めとする会員の
皆様の御努力に感謝申し上げます。
今回は地区大会にフルに参加しましたが、素晴ら
しい大会であったと思います。ガバナー事務所の皆
さんやホストクラブの八戸北ロータリークラブのメ
ンバーは本当によく働いていると思いました。
話は変わりますが、7 日（月曜日）に八戸市総務
情報管理室の方から電話を頂戴し、蕪島公衆トイレ
建設・寄贈により、当クラブが平成 25 年度の善行者
表彰を受けることになったとの連絡がありました。
11 月 6 日の 16 時から八戸グランドホテルで表彰式
が開催されるとのことです。改めて会員の皆様及び
御協力いただいた関係者の方々に感謝申し上げます。
最後に、工藤十四子会員のお母さんが 10 日 6 日に
お亡くなりになり、昨日葬儀がありました。当クラ
ブからの香典を榊会長エレクトに御持参いただきま
した。
≪地区表彰≫

ロータリー財団
寄付成績優秀クラブ１位

三浦 晃会員
30 年連続 100％出席

《本人誕生日》

《地区大会報告》
三浦晃会報委員長の撮影した写真のスライドと動画
を上映しながら。
久保田会員
新たに会員になられた
方にはこういう大会とか
他クラブとの交流には出
たほうが良いですよと申
し上げていますが、私自
９月 法官会員
新ポールハリスフェロー
身、例会も素晴らしいけ
熊谷会員・榊会員
れど例会だけだとロータ
リーの意味とか良さが分
からないのではないかと思っているからです。
《結婚記念日》
地区大会初日は結構出席者がいらっしゃいました
が二日目はたいへん少なく全体の参加者は例年に比
べて大分少なかったと思います。今回私は地区幹事
として会議にも参加しましたが大会当日の参加者は、
もちろん、都合によって出られない方もいらっしゃ
いますがたいへん少なく残念でした。特に新しく入っ
た方には、いろんな講演とかを聴いてもらい、私た
ちの先輩や仲間がどのような活動をしているかとい
う事を理解することによってロータリーに入って良
石橋会員
桜田会員
かったとか、入っていることに意味があるなと感じ
て ほ し い と 思 い ま す。地
《幹事報告》清川会員
区大会もそうですが、ロー
第 2830 地区ガバナーエレクト事務
タリー研究会とか海外と
所開設のお知らせが届いています。
の交流などに参加するこ
と に よ っ て、普 段 で は お
ガバナーより公式訪問のお礼状が
話しすることもできない
届いています。
ような方と名刺交換をし
鮫観光協会より三陸復興国立公園
たりお話をする機会があ
指定記念蕪島絵画コンクール協賛の
るという事です。
礼状が届いています。
二日目の関場先生の講演の中で、インドからポリ
ガバナー公式訪問の集合写真ができました。1 枚
オが消えて 3 年経つそうですが、この運動に貢献し
1,000 円です。よろしくお願いします。
たのが日本のロータリアンであり、広く言いますと
来週の秋の家族例会は 18:30 からワシントンホテ
皆様の寄付とか献金も含まれています。ポリオには
ル 9F です。会費は当日受付でお願いします。
ビル・ゲイツも多額の寄付をしていますが、何でロー
タリーに寄付をしたかというとロータリーは他の団
《ニコニコ》伊藤会員
体と違い全額ポリオだけに使うからだと言うお話や、
小原会長 : 先日の地区大会はたくさんの方にご協力
ポリオの接種にしても、日本のロータリアンは他の
いただきありがとうございました。
国の人とは違い金曜に成田を出発し日曜には帰国す
清川会員 : 地区大会出席の皆様お疲れ様でした。
る強行日程でポリオの接種の目的だけで活動されて
鈴木会員：地区大会お疲れ様でした。楽しかったです。 いる、素晴らしいことだとインドからいらしたロケ
平光会員 : 地区大会お疲れ様でした。来週は秋の家族
シュ・グプタさんもお話なされました。このような
例会です。よろしくお願いします。
団体の一員であるという事を認識できる機会でもあ
桜田会員 : 結婚記念日
りますので、来年は弘前ですが是非参加されること
山田会員 : 本人誕生日、結婚記念日 80 歳後期高齢
をお勧めします。
者末期の仲間入りです。
中村ＲＩ会長代理の現況報告の中でお話しされた
平光親睦委員長からのお願いです。 のですが、ロータリーに入るきっかけがご自身の職
来週の家族例会にワシントンホテル
業である仕出し屋さんとして例会にお弁当を届けて
さんのご厚意で特別にワインを持ち
いるうちに、入会を勧められたという事でした。話
込んで良いことになりました。ご出
し方がテレビの解説者み
席の会員の皆様でワインを提供して
たいに上手で内容も素晴
も良いという方がいらしましたら、 ら し く、言 い 方 は 悪 い で
すが一般の方でもこのよ
当日会場にお持ちになるか前日まで
うになれるんだなと感銘
にﾊﾟｰｸホテルのフロントに届けてく
を覚えました。
ださい。ただし当日持ち込めるワインの本数には限
りがありますが多く集まった場合には次回の家族例
会にお出ししますので気にせずにお持ちください。
よろしくお願いします。

二日目は来賓の方の空
席も目立っていましたが、
愛知や千葉のガバナーが
参加なさっているのに私
たちの参加が少なかった
のはみっともなかったな
と、私自身も最後まで参
加するのはなかなかない
ので自戒を込めて言うのですが、できるだけ参加し
て最後までいたほうが良いと思いました。参加され
ない方には分からなかったのですが、この冊子の最
後に 1,000 円分の金券がついていて、これは最後の
日にしか使えないのですが、最後までいてほしいと
言う企画の一つでした。

吉田会員
皆様の仲間としてロー
タリーに入って一年半な
んですが初めて地区大会
に参加しました。私のロー
タリーの活動の中心は
ホームクラブの例会だけ
でそれしかロータリーの
世界を知らなかったのですが、ＲＩの会長代理がいら
したりして国際的な組織だという事を感じされられ
た地区大会でした。ホームクラブしか知らない私に
とってロータリーというのは本当に大きくて世界的
な活動をしていることを知り、例会時のチャリンと
いう小銭の寄付にも意味が出てきたと、そんなこと
を感じさせられました。

熊谷会員
私は地区のＤＤＦ委員長
として一日目に現況報告を
いたしました。あの広いス
テージでお話しするという
のはすごく緊張するもので
した。
私の感じたことは久保田
さんもおっしゃっていまし
たが二日目のポリオの話でした。ポリオ撲滅という
のはロータリーの大きな柱ですが私の今までのイ
メージは、政党のマニフェストのように目標を掲げ
てアピールするだけというようなものでしたが今回
の地区大会で、関場先生と外国の方お二人のお話を
聞いてロータリーは本気で取り組んでいるんだなと
感じました。今、世界でポリオを発症している国は
二つしかないというお話ですがここまでやったロー
タリーというのは凄いなと改めて感じました。そう
いうロータリーの一員であるという事に誇りを感じ
ました。ロータリーのまじめさ、金曜日に行ってポ
リオの接種だけで帰ってくる日本人らしい動きとい
うのも紹介がありましたが本当にすごいことだなと
つくづく感じました。
榊会員
北山ガバナーの挨拶の中
で奥様に感謝を述べるとき
に感極まって絶句してしま
われたのですが、今までの
ご苦労がしのばれてガバ
ナーというのはご自身もご
家族も大変なんだなと改め
て思いました。
挨拶の中で（『グローバルでなければ生きていけな
い。だけどローカルでなくては生きている意味がな
い』という標語を聞いてから 20 年が経ちます。いよ
いよその時が来たと思います。変化を恐れず、前例
にとらわれず、勇気を持って行動する時代です。今
日この瞬間とこの意気込みを共有して頂ける時間と
していただければ幸いです。）とありますが、ガバナー
公式訪問の時も似たようなお話をしていました。こ
れから変わっていこうという勇気づけの言葉なのか
なと、ガバナーが感激した状況を見ながら私も感激
して、これから勇気をもってロータリアンとして進
んでいかなければいけないんだなと、勇気をいただ
いた時間でした。

・二日目開会の挨拶

《懇親会》

小原会長

