
《ビジター》
石橋　司　様 (八戸 RC)

《会長要件》伊藤会長
　9 月 5 日、6 日の地区大会では次年度
の案内を無事発表して参りました。お
手伝い頂いた皆様ありがとうございま
した。詳しい内容はこの後のクラブ協
議会で参加の皆様に発表して頂きます。
RI 会長代理は第 2770 地区パストガバ
ナーの岩淵均様でご職業は私と同じ印

刷業でしたが会社の規模が全然違います。ラビンド
ラン会長もパッケージの印刷などをされているそう
で紹介ビデオに映っていた印刷機械がドイツのハイ
デルベルグ社の物で岩淵様も同じ機械を使っている
とおっしゃっていましたが、ハイデルベルグ社の機
械は世界一の評価を得ています。私の所にも小さい
機種ですがとりあえず 1 台有り活躍しています。一
日目の懇親会の後クラブの皆さんとの決起大会では
楽しい時間を過ごすことが出来ました。ホテルに戻っ
てからも清川会員の部屋に集まり遅くまで親睦を深
めてまいりました。二日目の表彰ではクラブとして
週報優秀クラブとロータリー財団寄付優秀クラブ、
米山記念奨学会寄付成績優秀クラブ、国際平和資金
寄付成績優秀クラブを頂き、個人表彰では連続 40 年
無欠席で橋本会員、通算 30 年無欠席で山村会員、長
寿ロータリアン満 80 才で髙橋会員、新米山功労者と
して長嶺会員が表彰されました。目玉企画の「大ロー
タリーウルトラクイズ」で吉田賢治会員が見事 3 位
になりソウル国際大会の航空券チケットをゲットし
ました。並み居る先輩ロータリアンがことごとく討
ち死にする中見事な回答で、後で聞いたところ地区
研修・協議会の時に勉強したことが役に立ったと言
う事でしたがお見事でした。この後に次年度の案内
をしたのですが残念な事にほとんどのロータリアン
が帰ってしまい、いつものことながら寂しい光景で
した。次年度に向けての課題として帰って参りまし
た。
　9 月 10 日には三戸クラブの 50 周年がありこちらも
多くの会員に参加していただき何とか 40 周年のお返

しをすることが出来ました。この後八戸クラブさん

の 60 周年について石橋さんからお話があるかとは思
いますが大勢で押しかけてお祝いをしたいと思いま
すのでよろしくお願いします。
　13 日の家族レクリェーション例会では途中小雨が
パラつきましたがパークゴルフとバーベキューを堪
能してきました。吉田幹事と大橋会員の作った焼き
そばは絶品でした。多くの会員とご家族の参加で楽
しんで参りました。優勝は吉田賢治さんでクイズに
引き続き大活躍でした、ゴルフ経験者が上位を占め
る中、畠舘会員はお元気なプレーで堂々の中間賞で
した。又、慶徳会員と近藤会員が奥様同伴で参加し
て下さり奥様方は裂き織り体験で短時間でしたが見
事な作品をお作りになっていました。うっかりして
写真に撮るのを忘れてしまいご紹介できないのが残
念です。車での送迎を快く引き受けて頂いた石橋会
員のお蔭で素晴らしい家族レクリェーション例会に
なりました、ありがとうございました。

連続 40 年無欠席　　　　　 通算 30 年無欠席
橋本会員　　　　　　　　　山村会員

長寿ロータリアン 80 歳　　 新米山功労者
高橋会員　　　　　　　　　長嶺会員
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《出席報告》大橋委員長

正会員数 47 名。本日の出席は免除

会員４名を含む 28 名。出席率 68％

です。前々会の例会は、メーキャッ

プ１名、出席率 80％でした。

平光ＳＡＡ

第 1946 回 例 会 記 録
《地区大会報告例会》

クラブ協議会
2015年 9月 17 日（木）

点鐘　12：30
レポート No.1378

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



《クラブ協議会》伊藤会長

　これより地区大会報告例会と言う事でクラブ協議

会を開催致します。当日参加いただいた皆様から一

言ずつ発表してもらいたいと思います。

《大橋会員》

　吉田さんと一緒に勉強したはずなの

にウルトラクイズで一番最初の○× で

はじかれてしまった大橋です。私は二

日目のみの出席だったのですが一日目

の方が濃い内容だったと聞いておりま

す。私が印象に残ったのはロータリー

グローバルリワードでロータリー会員に特典があり

ますよと言う事で、帰ってからパソコンでいろいろ

調べてみたのですが私が行くような所には特典があ

まりなく使えないなと思ってしまいました。

《吉田賢治会員》

　地区大会に初めて参加させていただい

てすべてが初めての事でしたが、来年の

事を考え来年八戸でやる時に来ていただ

いた方々にどうすれば喜んでもらえるか

なと考え、自分的には会場案内がうまく

できるかなとか、夜は先輩の会員の皆さ

んと行動しながらどうすればいいのかなと色々考え

ながら行ってきました。具体的にどうしようとはま

だ自分の中でもはっきりとはしていませんが来年の

地区大会にむけて先輩の会員の皆さんと一緒に私も

微力ながらお手伝いできればいいなと思っています

ので、よろしくお願いします。

　先程会長のお話にもありましたがロータリーの国

際大会、韓国ソウル行往復航空券ご招待と言う事で

頂いて来ました。まだ目録ですがありがとうござい

ました。

《西村会員》

　私も今回が初めての参加でした。初

日から丸々二日、結構長丁場でしたが

私が感じたのは非常に格調高く、内容

も盛りだくさんで素晴らしい会でした。

これを来年私らがやるのはなかなか大

変な事だなと感じてまいりました。私

も含めて会員全員が当事者と言う意識をもって総力

を挙げてやらなければうまくいかないんじゃないか

と思ったり、もっとホスピタリティを上げる会にす

るにはどうすればいいのかなと言うような事を考え

ながら帰って参りました。懇親会では初めて県内全

体の会に出たのですが、他クラブのメンバーに大勢

の友人知人を見つけまして、そういった意味でも有

意義だったと感じて帰って参りました。

《清川会員》

　私は夜の懇親会からの参加でした。

二次会の会場で三次会も行こうと言う

話になったのですが青森なのでお店を

色々探しましたが結局見つけられずホ

テルの部屋で皆さんとローソンで仕入

れたお酒とおつまみで夜遅くまでお話

《幹事報告》吉田立盛幹事

　職場訪問例会の出欠が回っています。

ご参加下さい。

例会変更のお知らせです。八戸 RC 10 月

7 日 ( 水 ) 日時場所変更。八戸北 RC 10

月 27 日 ( 火 ) 時間場所変更

ガバナー事務所より地区大会のお礼状が

届いています。

ザ・ロータリアン誌、ハイライト米山が届いています。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

伊藤会長 : 家族レクレーション例会お

　　　　疲れ様でした。

長嶺会員 : 地区大会では応援していた

　　　　だきありがとうございました。

平光会員 : 地区大会・レクレーション

　　　　例会・三戸ロータリー 50 周

　　　　年にご出席の皆様おつかれ様でした。

西村会員 :地区大会ご苦労様でした。

山村会員 : 無欠席 30 年皆様のお蔭ででき大変有難う

　　　　ございました。

奥様誕生日 :村上会員

《ご挨拶》石橋　司様 (八戸 RC)

　八戸ロータリークラブの石橋司でご

ざいます。60 周年のご案内、お願いに

上がりましたがその前に一言、久しぶ

りに南クラブさんにお邪魔しましたら

皆様とお目にかかるのが懐かしく、佐々

木正雄さんがいらっしゃったなあと、

あの元気な笑い声と笑顔が思い出され、まだいらっ

しゃるような感じがして非常にしみじみといたしま

した。

　さて、私共八戸ロータリークラブは 10 月 3 日に記

念式典・記念行事を行います、よろしくお願いした

いと思います。10 月 3 日午後 3 時、八戸グランドホ

テルでございます。記念講演会がありまして枝広直

幹さんと言う方を記念講師に呼んでおります。枝広

直幹さんと行っても皆さま殆どお分かりにならない

と思いますが大蔵官僚のキャリアの人で丁度 30 年前

に八戸税務署長を 1 年間やっていた方です。そうい

うご縁が我々八戸と有り、その後本省に戻り主計官

をなさり整備新幹線などを担当されその道の頂点を

極めた方です。大島先生が官房副長官だった時の秘

書官を務められ、最後に近畿財務局長と言うその道

では大変偉い官職で退職されたそうですがそういう

方に講演を頼むと、黙っているとぐっすり寝てしま

うのではないかとお思いになるかとは思いますが、

私は今連絡係として連絡を取っていますので、そう

いう事にならないように枝広さんによくよくお願い

している所です。今回の 60 周年のテーマに「地域に

奉仕すること」と「国際親善」の二つを掲げていま

して「地域経済」と「グローバル経済」と言うのを

ご専門の立場から分かりやすく楽しく話してほしい

と頼んでございますので、皆さんどうか枝広直幹講

師を敬遠されないで 60 周年にご参加いただけます様

よろしくお願いします。今日はどうもありがとうご

ざいました。



をしました。次の日は二日酔いであまり良く覚えて

はいないのですが RI 会長代理のお話は時間が足りず

に言いたいことを言いきれなかったのではと感じま

した。もう少し時間を取ってあげたほうが良かった

のではと思いました。

《榊会員》

　私も途中からの参加でしたが、皆さん

のお話にもありましたようにせっかく

作った横断幕で PR しようと思ったので

すが参加者が大分帰ってしまい一部の人

にしか PR 出来ませんでした。せっかく

吉田さんに素晴らしいものを作っても

らったのですから今後いろんなところで皆さんに PR

するときに使えればいいなと思いました。先ほど清

川さんが二日酔いでと言う話をなさいましたが原因

は私です、最後の最後まで部屋にお邪魔してしまい

申し訳ありませんでした。

《三浦晃会員》

　前日に日韓親善会議に参加して大

分疲れが残っていたのであまり覚え

ていないのですが、皆さんと次年度

地区大会の案内を横断幕を持って発

表したのが記憶に残っています。

《石橋会員》

　毎回の事ですけれども最後の終わりの

時にまばらにしか人がいないというのが

いつも気になっている事です。昨年黒田

先生のお供で京都の地区大会に行った時

に、多分前の日から色々とやっていると

は思いますが、会長代理の朝食会とかが

あり、懇親会は本会議が全部終わった後に夕方 5 時

くらいから始まりました。それで皆さん帰らないで

参加されていましたし、京都は大きな地区ですから

各地からバスに乗ってたくさんの方が参加されてい

ました。さすがに京都は凄いなと思いました。来年

の地区大会も懇親会を最後にすれば皆さん残ってく

れるのかなと思うのですが我々も何か工夫が必要だ

と思います。

《鈴木会員》

　一番に感じたのは久しぶりに沢山の

メンバーで地区大会に参加して二次会

まで楽しめたと言う事です。最近しば

らくはそういう事がなかったので楽し

かったです。大会そのものにつきまし

てはプログラム的には良かったとは思

いますが、懇親会の会場がホテルの関係で二つに分

かれていてあっちとこっちで何となくこじんまりと

してもったいないなと思いました。私の地区大会の

懇親会のイメージとして頭に残っているのは入会し

て間もないころでどなたがガバナーだったかは忘れ

ましたが、広いところがなかったので長根の体育館

にテーブルを並べてやりました。テーブルを並べる

お手伝いをしましたがお弁当も同じメニューを三つ

の仕出し屋さんに頼んでこれも並べた記憶がありま

す。すごく華やかな大会で会員は皆さん同伴で参加

していました。あの時は青森と秋田が一緒の時だっ

たと思いますがそれもあって人数も多くとても華や

かだった記憶があります。別にお金をかけるという

事ではなく、もっと何かそういう華やかさがあって

もいいのではないかと思いました。来年どのように

なるのか自分でも楽しみにしています。

《熊谷会員》

　私は 4 日の RI 会長代理晩餐会、そ

して 5 日、6 日の地区大会に参加して

参りました。私は内容よりは、次年度

地区幹事長をやるので現地区幹事長の

米谷さんの動きばかりずっと追いかけ

ていました。と言うのはその前年度の

地区幹事長の成田さんが汗をかいて会場を走り回っ

ていたものですから、えらい仕事だなと大分緊張し

ていたのです。今回米谷さんを見たら割と落ち着い

ているので何故かなと思いましたが、準備万端整え

て各スタッフの方に割り振って順調に進んでいたの

で、米谷さんやるなと思いました。本会議のステー

ジの端っこにデンと座っていて、座っているだけで

回りのスタッフが全部動いてくれる、素晴らしい光

景でした。

　今回の記念講演は弘前大学の中路先生の「青森県

の短命県返上」と言うタイトルで眠くなるのではと

思っていましたが、そんなことはなくお話を面白お

かしくしてくださいました。一つ印象に残ったのが

健康に関して喫煙の弊害について仰ったことです。

その後パネルディスカッションをやったのですがパ

ネラーは全員ロータリアンで、弘前の関場先生、む

つの中村先生、もう一人は初めての方でしたが青森

の和田クリニックという所の和田先生でしたが、こ

の方も喫煙の弊害についてお話をしていて主婦を含

む無職の女性の喫煙率が 2％くらいで仕事をしてい

る有職女性の喫煙率は 20 何％だったと思いますが、

お仕事をされている方はタバコを吸ってしまうのか

なと思い聞いていました。自己弁護ではありません

がそのように感じました。会場のリンクモア平安閣

の喫煙所は建物の外に一個灰皿があるだけなのです

が、それも入り口から回って建物の横の方にありま

す。誰かが冬はどうするんだと言っていました。私

も愛煙家ですから休憩時間に行ったらいつものメン

バーが集まってタバコを吸いながら「禁煙と言うの

はね」とか言って禁煙談議に花が咲いていたのが非

常に面白く印象に残っています。

《長嶺会員》

　地区大会に参加していただいた皆様ど

うもご苦労様でした。最後の次年度のア

ピールも皆さんで力を合わせて成功裏に

終わりホッとしています。先ほど熊谷さ

んがお話していたように、熊谷さんは米

谷さんの地区幹事長としてのお姿を見て

勉強してきたそうなので、来年は熊谷さんに任せて

おけば大丈夫だなと言う凄い安心感がありましたの



でよろしくお願いします。例年感じることなのです

が二日目の参加者が大分少なくなるので、この事は

例年のガバナーも気にしていて何とか多くできない

かと色々と工夫していますが、それでも毎年人数が

少なくなるので次年度は皆さんからアイデアを頂い

て二日目も楽しんで残ってもらえるような企画を考

えて実施出来ればいいなと思っています。皆さんご

支援の程よろしくお願いします。

　地区大会とは話が変わりますが 10 月 1 日にガバ

ナーエレクト事務所を開設します。10 月 1 日 18 時

30 分から事務所開きのささやかなパーティーをしま

すので皆さん参加できる方は参加していただいて事

務所開きをお祝いして頂ければと思いますのでよろ

しくお願いします。

《吉田立盛幹事》

　地区大会に二日間参加してきました。

私は榊さんのビデオカメラと久保田さん

のビデオカメラの 2 台を預り両手で二日

間撮影してきました。最初の頃は久保田

さんのカメラがプロ仕様の高性能だった

のでアップにしたり人を追ったりしてみ

たのですが、ヨコでボソッと「逆に見にくいよ」と

いわれ、それからは固定して撮影しました。印象に

残ったのは私も中路先生の講演の中で禁煙外来に

行った方が実際に来てやり取りをしているセッショ

ンの中で、お薬の効果がすごくあり禁煙外来に行っ

てお薬を飲んだらスパッと止められた、結局この方

は途中でまた吸い始めたのですが 2 度目の挑戦で完

全に止めたと言う話を聞いて、私も熊谷さんと同じ

愛煙家ですから禁煙をしたいとの思いは常にありま

す。経済的にも相当楽になったと言う話もされてい

たので一回位禁煙外来に行ってみたいなと思いまし

た。ちょうど西村先生が禁煙外来を始めるようなお

話をされていましたが、ただ産婦人科なので男はど

うかとは思いますが行ってみたいと思いました。も

う一つホストクラブの会長さんが歓迎の挨拶をされ

ていたのですが、来年うちがホストクラブになって

誰が会長なんだと思ったら自分ではありませんか、

一回りも先輩の会長さんが大分緊張した感じで挨拶

されていたので自分に出来るかなと、今から緊張し

て身の引き締まる二日間でした。

《黒田会員》

　私が大変親しくしている岩淵さんが

RI 会長代理として来ますので、日程の

ぶつかっていた日韓親善会議は行かず

に青森に参加しました。岩淵さんはさ

すがに RI 会長のあり方をスライドに良

くまとめておられ 1 日目、2 日目と述

べられましたが非常に良い事を述べられているなと

思いました。日本のロータリーが世界から見ると色々

な比率が下がってきているのですが、それは日本の

ロータリーの衰退を表しているとアメリカでは言い

ますが、そうではなくアメリカが言っている事がロー

タリーの衰退を表しているのだと言う事を岩淵さん

は非常に分かりやすく述べたので話を聞いていた方

は勉強になったのではないかと思います。記録誌が

出来たら是非皆さんも見て頂きたいと思います。大

会が始まる前はホストクラブが青森の小さいクラブ

なのでどうなるだろと思っていました。と言うのは

「私たちは皆さんに迷惑を掛けるが我慢して下さい」

と諮問委員会の時から言われていたからです。しか

し蓋を開けてみたらそれなりに工夫して心のこもっ

た温かい運営をして良い地区大会だったと思います。

来年は是非皆さん力を合わせて、来る方に温かいロー

タリー精神を感じてもらえるような大会に一緒にし

ていきたいと思います。

《伊藤会長》

　皆さんに色々とお話をして頂きまし

た、ありがとうございました。私が印象

に残ったのは RI 会長代理の岩淵さんが

色々お話をされた中でクラブ会長として

こうしなさいというお話です。それは、

今年からロータリーの月間目標が大きく

変わったので、各クラブ会長はその月間目標に沿っ

てロータリーがどういう事をしているのか会員の皆

さんに是非お伝えくださいと言う事でした。そのほ

かはやはり来年の事を考えながら参加してきました。

先程吉田さんが壇上に上がった時にスマホを手に上

がられましたが、地区大会でも留学予定の女子生徒

がスマホを手にしてそれを見ながら発表していまし

た。会場の中も非常にざわついて「なんだ、なんだ」

と言う感じで、そんな中に時代の流れを感じた地区

大会でした。
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