
《会長要件》榊会長

　今日はガバナー公式訪問という事で

午前中、会長幹事面談を約一時間行い

ました。その後のクラブ協議会で八戸

南ロータリークラブとしての一年間の

抱負、方針をお話して頂きました。今

回はガバナーより「あなたは一般の方

を会員に勧誘するときに、どのように話しますか」

という質問を頂き、皆さんそれぞれ発表し、その後

ガバナーより適切なご指導を頂きました。委員長の

皆さん今日は朝からありがとうございました。

　南ロータリーは今年 40 周年という記念すべき年で

はありますが、さらにガバナーノミニーとして長嶺

会員が推薦されました。工藤ガバナーからもお祝い

の言葉を頂戴しました。これを機会に私たちも益々

頑張っていきたいと思います。工藤ガバナー今日は

よろしくお願いします。

《入会式》西村幸也会員

ガバナーよりバッチ伝達

《新会員紹介》スポンサー 石橋会員

　西村幸也さんをご紹介します。小中

野で二代にわたって産婦人科をなさっ

ています。昭和 26 年生まれです。幸也

さんのおじいさん、私の叔父でもあり

ますが、西村喜一郎という方で八戸市

の市章を作った方です。これだけは話

してくださいとの事でした。

《自己紹介》西村会員

　西村幸也と申します、ご紹介いた

だいたように昭和 26 年生まれ、八戸

生まれの八戸育ちです。産婦人科を

開業して 24 年になります。代々八戸

の地で生業をしていますので今日お

会いした皆さんの中に存知上げてい

る方もいらっしゃいますし、親戚の石橋さんもいて

ほっとしています。皆様のお仲間に入れて頂きロー

タリーの一員になった事を光栄に思います。よろし

くお願いします。

《幹事報告》伊藤幹事

　・レターボックスの中に「ポリオが

消えた日」というプリントが入ってい

ます。9 月 28 日 16 時 30 分～ 17 時ま

でＲＡＢ青森放送で放映されます。ガ

バナーもご出演していますので是非ご

覧になってください。

　・ＲＬＩの案内が届いています。ローターアクト第

21 回年次大会の案内が届いています。東第 1・第 2

グループの合同ＩＭの案内が届いています。

　・先週の幹事報告で理事会の報告を忘れてしまい

ましたが会報にプリントしてあります。
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《出席報告》桜田委員長

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員７名を含む 30 名。出席率

75％です。前々会の例会は、メー

キャップ１名、出席率 68％でした。

熊谷ＳＡＡ
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか

吉田
職業奉仕委員長



特に、地区に役員を派遣して頂きまして重ねてお礼
申し上げます。今年度第 2830 地区のガバナーを拝命
した、弘前西ＲＣの工藤武重と申します。私につい
ては週報にも自己紹介が必要ないほど詳しくご案内
がありまして本当にありがとうございました。こう
いう週報を出しているのは 2830 地区では他にないと
思います。今日は八戸南ロータリークラブ公式訪問
という事で大変緊張していますがどうぞよろしくお
願いします。私は弘前市で三ツ矢交通というタクシー
会社と自動車教習所を経営しています。私が 21 歳の
時に父親が亡くなりまして、早くに家業を引き継ぎ
ました。会社の経営を任じられ今日に至っておりま
す。ロータリーに関していえば弘前西ロータリーク
ラブのチャーターメンバーです。この弘前西クラブ
に入ったのは私が 24 歳の時で、1978 年でしたけれ
ども、大鰐クラブ、東北クラブそして弘前西クラブ
と新しいクラブが三つ出来た時です。弘前クラブの
白藤さんという方が私の所に見えまして、ロータリー
クラブに入れてくれるというお誘いがあり、24 歳の
若さなのに入れてくれると言うのは不思議なものだ
なと、こんな機会はないだろうと案内された日に行っ
たら、その日が弘前西ロータリークラブの創立準備
委員会の日だった訳です。それ以来 36 年間ずっと弘
前西ロータリークラブの会員です。社会人として初
めて入った団体がロータリークラブでした。極端な
言い方をすれば社会人としての人生はロータリーク
ラブと共にあったと言ってもいいでしょう。私が若
い時から先輩方から教えられて参りましたのは「ロー
タリーの例会は人生の道場である」という事でした。
色々な経験を持ったロータリーの仲間との出会いの
中で人間としての「感性」「品性」が磨かれていく、
このクラブの最も魅力的な事だと感じています。こ
の度、多くの仲間に恵まれまして、こうしてガバナー
にご推薦頂いた次第です。浅学菲才の身ではありま
すが、どうぞこれからの一年間よろしく申し上げま
す。
　さて、7 月からスタートしたこの公式訪問も 32 ク
ラブ終了いたしました。クラブを訪問して様々なク
ラブの実態やご苦労されているお話を伺ってきまし
た。率直に言ってどこも皆大変だと言うのが感想で
す。これは会員数の大小や所在している町の大小と
は全く関係ありません。ともかく今まで訪問した各
クラブとも、人口減少や少子高齢化、後継者不足と
いった共通の課題を抱えておられると言う事です。
しかし、そのような中でも積極的に地域内の他の団
体との交流を深め協力し合う事でクラブのパワーを
維持し伸ばしている所もあります。特に若い世代と
の交流の中から将来のロータリアンの育成を図って
いるような例も見て参りました。困難な理由をあげ
つらう事は簡単ですが、そうやって外にベクトルを
向かわせて、困難を乗り越えようとしているクラブ
の皆さんには心から頭の下がる思いがします。今日
は八戸南クラブを訪問していますが明日以降もまだ
まだ公式訪問は続きます。実際こうして見て、聞い
た実例をまとめ 10 月の地区大会では第 2830 地区の
新たな方向を指し示す事が出来ればと考えておりま
す。
　もう一つ公式訪問前半を終えて感じた事をお話さ
せていただきます。それは資料の大切さという事で
す。公式訪問というのは地区の方針を皆さんにお伝
えすることはもちろんですが、各クラブの活動や課
題等をお聞かせいただく機会でもあります。ところ
がガバナー月信にも一部書きましたが公式訪問の際
に各クラブからご説明を受ける資料がクラブによっ

《ニコニコボックス》》平光委員長
工藤ガバナーより頂戴しました。
榊会長：工藤ガバナー、村上ガバナー
　　　　補佐、今日はようこそおいで
　　　　下さいました。
伊藤幹事：工藤ガバナー、村上ガバナー
　　　　補佐ようこそ。
小原直前会長：工藤ガバナーようこそ
　　　　　　いらっしゃいました。本日はよろしく
　　　　　　お願いします。
赤穂副会長：ガバナー、ガバナー補佐よろしくお願
　　　　　いします。
熊谷会員：カバナー、カバナー補佐ようこそ！！
大澤会員：工藤ガバナーようこそおいでくださいま
　　　　した。
長嶺会員：工藤ガバナー、村上ガバナー補佐今日は
　　　　よろしくお願いします。
鈴木会員：ようこそ！工藤ガバナー
清川会員：ガバナー、ガバナー補佐よろしくお願い
　　　　致します。
平光会員：工藤ガバナー、村上ガバナー補佐よろし
　　　　くお願いします。
石橋会員：ガバナー、ガバナー補佐ようこそ、西村
　　　　幸也さん入会おめでとうございます。
本人誕生日：小笠原会員
結婚記念日：熊谷会員

《ロータリー財団委員会》清川委員長
　榊 会 長、長 嶺 さ ん、鈴 木 さ ん よ り
1,000 ドルの寄付をいただきました。そ
のほか皆様より年次寄付、ポリオプラス
を頂いています。今月のレートは 102 円
ですが円安になっていますのでレートの
安い今月中にお願いします。事務局の所

でポリオプラスを受け付けていますのでよろしくお
願いします。

《ガバナー講話》工藤武重ガバナー
　八戸南クラブの公式訪問は黒田先
生のクラブという事で大変緊張して
います。30 クラブ程回りましたが、
ガバナーに対しておもてなしするク
ラブが沢山ありました。皆さん色々
なおもてなしの方法がありますが、
一番は新入会員を入れて頂くことで
す。今日も八戸南クラブでお一方入りまして本当に
ありがとうございました。また、バッチ伝達にまで
参加させていただきありがとうございました。私は
このバッチに思い出があります。前にもお話したか
もしれませんが、黒田先生のお兄様がご闘病中に弘
前大学に入院しておりまして、その時私が弘前西ク
ラブの会長でした。会長の時に黒田先生がメーキャッ
プにいらっしゃいましたが、たまたま私がバッチを
付けていなかったのです。クラブの会長でバッチを
付けていないのはお前だけだからと、わざわざ自分
のつけているバッチを外して「これはポールハリス
につながるバッチなんだから、是非付けてくれ」と
言われました。私はそれからバッチを沢山買いすべ
ての洋服にバッチを付け、現在に至っています。
　長嶺ガバナーノミニーのご輩出、本当におめでと
うございます。心からお喜び申し上げます。本日は
朝早くから公式訪問という事で、会長幹事面談、ク
ラブ協議会とお疲れ様でした。平素よりロータリー
活動にご協力を賜りましてありがとうございます。



てまちまちなのです。これは最小限度でも良いので

内容を合わせたほうが良いと思います。ガバナーの

公式訪問が早いから活動計画書が出来ていないと言

うクラブが最初のころありました。しかも事務局が

あるにも関わらず出来ていない。地区協議会の時に

ガバナー公式訪問のリクエストを取ったにも関わら

ず、ガバナーが早く来るから間に合わなかったとい

うお話がありました。何故かといいますと別にガバ

ナーの為という事ではありません。資料を整理し残

すと言う事は後に続くロータリアンの為に是非とも

必要なことなのです。各クラブとも出来れば共通の

フォームでクラブの活動の歴史を記録し、後世に残

し伝えて行くことを私は提案したいと思います。今

日はせっかくの機会でありますので改めて、直接私

が日頃ロータリーについて考えている事を含め、ガ

バナーとしての所信をお話させていただきたいと存

じます。まず「ロータリーの原点とは何か」という

事について。ポールハリスが初めてロータリークラ

ブを設立した時目指したのは、高い倫理観を持った

職業人の集まりでした。つまり自らの職業を通じて

社会に貢献する事がロータリーの発端だったのです。

現在でもクラブ奉仕、社会奉仕、青少年奉仕などと

並んで職業奉仕という言葉は使われています。今一

度、職業奉仕とは何かを考えてみてほしいものです。

一般的に誤解されているものの中に、たとえば弁護

士が無料法律相談を行う事や、バス会社が身体障が

い者の為に無料の送迎バスを出すことなどが職業奉

仕だと言う考え方があります。しかしこれは職業を

生かした、言葉は適切かどうか分かりませんが、職

業を利用した社会奉仕であって、元来の意味での職

業奉仕ではないと私は考えます。職業奉仕とは先程

言いましたように高い倫理観を持って自分の職業を

遂行する事に他なりません。高い倫理観とは「損」

か「得」かを価値判断の基準に置くのではなく「悪」

か「善」かで判断して行動する事です。職業の他に

何をやる、或は職業を通じて特別なサービスをする

のではなく、職業そのものが社会の役に立っている

という誇りを持って日々の仕事に邁進すると言う事

が、職業奉仕であると私は考えます。もちろん職業

を生かした社会奉仕、青少年奉仕などを否定するも

のではありません。しかしまずは自分の職業が健全

に営まれ社会の人々に必要とされると言う事が必要

なのだと、繰り返し申し上げたいと思います。次に

その他の奉仕について考えてみましょう。ロータリー

とは今さら言うまでもなく奉仕の理想を追求する団

体です。「ロータリーにもし善意がなかったならば社

会奉仕は単なる施しであり、職業奉仕は単なる金儲

けであり、国際奉仕は外交に過ぎない」という言葉

もあるように、その理想はまさしく善意に他ありま

せん。善意とはあくまで個人に帰属する感覚です。

一人一人の心で育まれる感情です。つまりロータリー

の奉仕の原点は「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」ではなく「Ｉ 

Ｓｅｒｖｅ」という事です。クラブとして何か奉仕

活動を行うのではなく、ロータリアン一人一人が奉

仕の理想を持って生きる、そのような人を育てる、

また、奉仕の理想を共有する仲間を作る、それがロー

タリーです。良い例がエンドポリオ運動です。一人

一人のロータリアンの情熱がビルゲイツを動かし、

世界中の人々の心を動かし、今では大きな力となっ

て、その目的を実現いたしました。繰り返します「Ｗ

ｅ Ｓｅｒｖｅ」ではなく「Ｉ Ｓｅｒｖｅ」、そこが

他の団体との一番の相違点だと思います。ぜひ新年

度は奉仕の意味を各クラブで話し合ってみて頂きた

いと思います。

　2014-15 年度 ゲイリーＣＫホワン会長の方針は、

「Ｌｉｇｈｔ ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ ロータリーに輝き

を」です。一人一人の小さなろうそくの灯も、集ま

る事によって大きな輝きになる。一人一人のロータ

リアン、一つ一つのクラブの力は小さくても、地区

という組織を経て、国際ロータリーの名のもとに結

集したとき、何物にも代えがたい大きな力になるの

だということを、表している言葉だと思います。私は、

今述べたようなことを踏まえ、地区の方針として、「Ｃ

ｈｅｅｒ ｕｐ　Ｒｏｔａｔｙ 元気なロータリー」

を掲げました。さらに、各クラブにおいては、諸問

題に力強く立ち向かっていただくために、「Ｓｔａｎ

ｄ ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ 立ち上がれロータリー」を念

頭に活動をお願いしたいと思います。「Ｌｉｇｈｔ 

ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ」「Ｃｈｅｅｒ ｕｐ Ｒｏｔａｒ

ｙ」「Ｓｔａｎｄ ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ」この三つのＵ

Ｐを、この一年間の私たちの指針と致します。「Ｃｈ

ｅｅｒ ｕｐ　Ｒｏｔａｒｙ」とはすなわち会員が集

まってくるロータリーの事です。会員数の増減はま

さに元気のバロメーターです。元気な所へは人が集

まる、人が集まるとさらに元気になる、このプラス

のスパイラルをぜひ生み出していってほしいと思い

ます。会員増強につきましては地区運営方針の中で

具体的に各クラブ純増 1 という数字を挙げました。

先ほどの協議会でお話を伺いました所、八戸南ロー

タリーさんは現在の会員数を 50 人にするというよう

な目標を掲げておるようですのでよろしくお願いし

たいと思います。それにはまず今いる会員が退会し

ない事です。皆さんが声を掛け合って退会者を出さ

ない、これが基本です。そうすればあとは会長や他

の役員が一人新入会員を見つけてくればいい、しか

し、実際は高齢その他の理由で退会される会員もい

らっしゃるでしょう。ですから、やはり会員増強に

は会員全員で取り組まなければいけないと思います。

もう一つ会員を増やす為の具体的なヒントを挙げて

みたいと思います。ロータリーとは何かという事を

皆さんお一人お一人がきちんと言葉でいい表すこと

が出来ますか、それも簡潔にです。少なくとも一般



そんな心構えが必要だろうと思います。ひたいを寄
せ合って不景気をこぼし合うよりも、ロータリーが
町おこしの中心となって汗をかく、そのような姿勢
が求められているのではないかと思います。その為
にはまずロータリーが変わらなければなりません。
町の商店街の親父の集まり、あるいは中小事業者、
自営業者の集まりから脱却し、もっと広い視野に立っ
て会員を増やし、周囲を巻き込みながら活動の幅を
広げていく、その活力が町の元気の源になるものだ
と私は確信いたします。「Ｃｈｅｅｒ ｕｐ Ｒｏｔａ
ｒｙ」元気なロータリーを創りましょう。「Ｓｔａｎ
ｄ ｕｐ Ｒｏｔａｒｙ」その為に未来を切り開くべ
く立ち上がりましょう。

《質疑応答》
Ｑ．石橋会員
　地区大会の日程についてお聞きします。例年だと
土・日だと思いますが今回、金・土にしたのは何か
目的があっての事でしょうか。

Ａ．工藤ガバナー
　大会の二日目と言うのは見る影もなく人がいない
ので、これを何とかしようと、地区の幹事会で話し
合いＲＩ会長代理にもあまり見せたくないことから
一日短縮しました。本来は金・土・日の三日間で行っ
ていましたが日本全国の同期のガバナーにお聞きし
たところ、ほとんど土・日か金・土の所が多かった
のでそのようにしました。

Ｑ．近藤会員
　先程のカバナーのお話でロータリーは親睦、職業
奉仕という事をお話されましたが、最近のＲＩの傾
向は職業奉仕が軽視されている感じがしています。
先ほどのお話にもありましたが「一業種一人」も崩
れてきています。「職業宣言」が「行動規範」という
ように変わってきて、現在職業人でなくても家庭の
主婦でもロータリアンになれるというような事に
なっていますが、ロータリーが始まったそもそもの
「超我の奉仕」が軽んじられて、会員増強、会員増強
とガバナーが先程お話したことを新会員、若い方に
入ってもらう時にそういう事を話して、はたしてロー
タリーに入会してもらえるかどうか疑問に思いまし
た。

Ａ．工藤ガバナー
　私の講話の中で話した「今を変えて、未来を拓こう」
と「今を変えて、未来を築こう」という事はですね、
私は 20 世紀のロータリアンだと思っています。20
世紀のロータリアンにはルールがあったのですが今
は 21 世紀になって久しいですからロータリーが多様
化してきている。ロータリーが多様化している中で
クラブ奉仕をしながら職業奉仕をして昔のロータ

社会では自分の考え、自分の立場などを明確に、的
確に言葉に置き換えなければ相手には伝わりません。
ロータリーの会員増強も同様です「ロータリーとは
何か」という事をしっかりと伝えなければ人の心を
動かすことは難しいのではないかと思います。10 人
いれば 10 人それぞれのニュアンスが違います。ロー
タリーの歴史的背景を語る人もいれば、現在の組織
について語る人もいる、それはそれで結構です。肝
心なことは役員だけでなく会員一人一人が自分の言
葉でロータリーを説明できるようになることなのだ
と思います。但し明らかに間違った事とロータリー
の品格を落としかねないものはいけません。そうい
う事の無い様この命題についてクラブ内で充分に話
し合っていただきたいと言うのが今日の趣旨です。
明快な言葉で積極的に声を掛け会員の拡大を図って
いきましょう。ロータリークラブの在り方も時代と
共に大きく変化して来ています。誤解を恐れずに言
えばかつてはその地域を代表する企業経営者の集ま
りでした。だからこそ「一業種一人」といったルー
ルも厳然とあったのです。しかし今はロータリアン
の立場も多様化して来ています。かつてのルールに
は収まり切れない程の職業、職種が世の中に溢れか
えっています。そうであれば私たちも旧来の慣習に
縛られずに地域の状況に合わせたクラブ独特の勧誘
方針を立て、実践する必要があろうかと思います。
たとえば純増 1 を目指すための方向の一つとして、
地区要覧に女性会員を増やそうと書きました。男女
共同参画の時代にことさら女性会員という言葉を使
う事はあるいは的確ではないかもしれません。しか
し、現実には各クラブの全会員に占める女性の割合
は決して多くはありません。はっきり言えば他の組
織に比べ明らかに低いと言ってもいいでしょう。社
会のあらゆる場面での女性の活躍を考えれば、ロー
タリーの中にそのパワーを積極的に取り込んでいく
ことは会員増につながると同時に会の活性化にもつ
ながる事を、ここで強く訴えたいと思います。その
ほかの地区運営方針につきましては地区要覧に掲載
しております。じっくりとお読みください。
　最後にこれだけは言っておきたいと言う事をお話
します。それは「今を変えて、未来を拓こう」とい
う事です。これは地区要覧にも書きましたし、その
ほかにも機会があるごとに訴えてまいりました。ロー
タリーはどちらかというと、伝統と歴史を重んじる
と言う傾向が強い団体です。国際組織でもあり、100
年以上にわたる歴史があります。先人たちが築いて
きたルール、仕組み等は、当然、尊重されるべきも
のです。しかし、長い歴史の中で、社会の情勢も変
化し、それに従って、地域におけるロータリーの立
ち位置もまた、変革を余儀なくされていることも事
実です。新しい時代に適応したロータリーを築くた
めには、一つ一つのクラブが、一人一人のロータリ
アンが、内なる呪縛にとらわれず、外に向かって発
信していく。その行動こそが、元気なロータリーを
創り、ロータリーに輝きをもたらすという事を、強
く訴えたいと思います。実際に冒頭で申し上げまし
たように、こうして各地を回ってみますと、どこへ
行っても人口減少、高齢化、町の活力の減退といっ
た悩みが聞こえてきます。この声は人口規模の小さ
い町になればなるほど、より深刻なもののようです。
中央では随分と景気が回復しているようなニュース
も飛び込んできますが、残念ながら私たちの暮らす
地方経済まではその恩恵はまだまだ波及して来ては
いません。しかし、そういう時だからこそ、ロータ
リアンが、クラブが率先して町の元気を創出する、



リーに帰った方がいいのではないかと私は実際思っ

ています。但し、国際的な環境が変わってきている

のでロータリーも多様化しなければならない。一日

200 円、一日 300 円、一日 500 円のビールを我慢し

て 1 年間で集まるお金が 18 万円になります。言い方

は悪い、けれどそのくらいのお金で国際奉仕、社会

奉仕、職業奉仕、クラブ奉仕が出来る団体はそんな

にありません。価値観に共鳴した人が入ってくるこ

とに於いては現在のロータリーは「ウエルカム」状

態になっている。先ほど話したように商店街の親父

の集まりから脱却しないと中々若い人を取り込んで

行くことは出来ないと私は思っています。500 円が

高いと言うよりは 200 円出すと月 6,000 円、年間

72,000 円で国際奉仕、社会奉仕が出来る団体という

ふうに考えて頂きたい。それがＥクラブであり衛星

クラブであり、様々な職域、専門職を通した人間の

集まりと考えております。そしてまた、地方や地域

に密着したロータリークラブは、クラブ奉仕を中心

に 20 世紀型のロータリーをやっていけばいいのでは

ないかと思っています。

クラブ協議会
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