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四つの反省

桜田ＳＡＡ

１）真実だったか どうか
２）みんなに公平だったか
３）好意と友情を深めたか
４）みんなのためになったか どうか

石橋職業奉仕委員長

《会長要件》吉田立盛会長
《出席報告》原委員長
私の年度最後の例会でございます。一
正会員数 41 名。本日の出席は免除
年間会員の皆さん、理事役員の皆さんに
会員 5 名を含む 31 名。出席率は 86％
は本当にお世話になりました。ありがと
です。前々回の例会は年度末委員会
うございました。先日の年度末慰労例会
報告例会で出席率 69％でした。
でも皆さんに沢山お疲れさんと声をかけ
お陰様で一年間働きました。あり
ていただきすごく良い経験をさせていた
がとうございました。
だいたと思っています。今日はガバナーも見えられ
ていますが、どれだけホストクラブとしてガバナー
いうことで持ち回り理事会で承認しました。
のバックアップができたかは微妙なところですけれ
会員を増やして米内年度の船出を盛り上げていき
ども、何とか一年間乗り切ってこられたのも皆さん
たいと思っていたのですが、会員が減っての船出で
のお陰でした。ありがとうございました。
大変だと思いますが何とか応援していきたいと思い
皆さんにも案内が行っていると思いますが、今年
ます。
度いっぱいで、事務局が伊藤さんの奥様から退会さ
一年間皆さん本当に有難うございました。
れる平光さんに移ります。本当は今日事務局として
の最後のお勤めとして伊藤さんの奥様も来たかった 《本人誕生日》 《奥様誕生日・結婚記念日》
ということでしたが、急きょ伊藤さんの奥様のお身
内にご不幸がありまして、伊藤さんと奥様と二人と
も今日は欠席ということで、一年間事務局お疲れ様
でしたというか、もっと言えば小原年度から続けて
3 年半やっていただいて、すごくみんな助けられた
松田会員
長嶺会員
お礼を言いたかったのですが、今日はお休みで残念
でした。今度は家族例会に事務局としてではなく奥 《幹事報告》平光幹事
様として見えられるのでその時にお礼を言えばいい
・6 月 16 日付で年度末にて脱会しますと
のかなと思っています。新聞とかで皆様ご存知かと
三浦一雄会員より退会届が届きまして持
思いますが小原会員のお母さまがご逝去されまして、 ち回り理事会で本日承認されました。
昨日十和田の方でお通やがあり会員何人かと一緒に
・次年度の話ですが近藤会員から米内次
行って来ましたけれども、今年一年間振り返ってみ
年度会長あてに 1 年間の休会届が届きま
ますと、会員が亡くなったり元会長経験者の方も亡
した。お見舞い面会はご遠慮下さいとの
くなったりと法要に沢山出る一年だったと感じでい
ことです。
ます。皆さんも健康に気を付けて、私、会員増を年
・7 月のロータリーレートは 1 ドル 111 円です。
度の最初に掲げたのですが会員増どころか 5 名の会
・例会変更のお知らせです、八戸 RC 7 月 26 日 ( 水 )
員が減り 1 名増えてプラスマイナスで 4 名マイナス
日時場所変更、八戸東 RC 7 月 28 日 ( 金 ) 日時場所
ということで非常に残念です。引き続き、口では頑
変更、八戸北 RC 7 月 25 日 ( 火 ) 日時場所変更、八
張りますと言いながら増やせていないので皆さんも
戸中央 RC 7 月 17 日 ( 月 ) 休日につき休会、メーキャッ
協力の程よろしくお願いします。この後幹事報告で
プ不可、7 月 24 日 ( 月 ) 日時場所変更、7 月 31 日 ( 月 )
もありますが先週もう 1 名の退会の申し出がありま
日時場所変更、八戸西 RC 7 月 27 日 ( 木 ) 日時場所
した。三浦一雄会員ですがなかなか例会にも出席で
変更です。
きないということで今年度いっぱいで退会したいと
・今年度の RYLA の報告書が届いています。

・全国インターアクト研究会、全国インターアクト 《鈴木副会長挨拶》
お陰様で各懇親会の中締めを全部終
委員長会議、全国インターアクトクラブ会長・幹事・
了いたしました。ありがとうございま
顧問会議開催のお知らせが来ています。8 月 19 日・
した。バッヂは事務局へ預けて間違い
20 日宇都宮 ( 栃木 ) です。
なく伊藤さんにお渡ししたいと思って
・ザ・ロータリアン誌が届いています。
います。どうもありがとうございまし
・来週はガバナー公式訪問例会です。クラブ協議会
に出席の方は 11 時に遅れないようにお願いします。 た。
12 時 10 分くらいに記念写真、12 時 30 分公式訪問例
《平光幹事挨拶》
会です。
皆様には大変お世話になりました。2
一年間ありがとうございました。
回幹事をやらせていただきましたけれど
も、今、事務局を引き継ぐにあたって、
《ニコニコボックス》西尾委員
荒木田さんの時も伊藤さんの時も幹事報
吉田立盛会長 : 皆様一年間ありがとう
告を分かった顔をしてやっていましたけ
ございました。いよいよ米内
れども実は事務局の方が全部準備してく
年度、がんばって下さい !!
ださって私は発表するだけだったのですが、今度は
平光幹事 : 幹事としての 1 年間、ロー
それを吉田さんに間違いなく事務局としてちゃんと
タリアンとしての 10 年間、
仕事が出来るように頑張っていきたいと思っていま
大変お世話になりました。あ
す。今までありがとうございました。
りがとうございました。
鈴木会員 : 吉田会長、役員の皆様、大変お疲れ様で
《吉田次年度幹事》
した。
今バッヂを伝達していただき、次年
近藤会員 : 役員の皆さんお疲れ様でした。
度に向けて今まで以上にクラブのこと
赤穂会員 :1 年間ごくろう様でした。
を考え、皆さんのことを考え、皆さん
熊谷会員 : 平光さん ( 赤穂さん ) 写真ありがとうご
がいかに笑顔でクラブの活動ができる
ざいます。
か、例会に笑顔で出席できるか色々と
榊会員 : 吉田会長、平光幹事、役員の皆さん 1 年間
考えていきたいとと思っています。先
ごくろう様でした。
輩の平光さんはじめ幹事の先輩の方々にお聞きしな
伊藤会員 : 吉田会長、平光幹事、理事役員の皆様、
がら楽しくやれればと思っています。よろしくお願
一年間ありがとうございました。
いします。
清川会員 : 平光さん写真ありがとうございます。
西村会員 : 吉田会長始め会員の皆様、1 年間本当に
《委員会報告》
御苦労様でした。
《職業奉仕委員長、規定審議・クラブ細則副委員長》石橋会員
本人誕生日 : 松田会員
職業奉仕委員会の報告を致します。
奥様誕生日 : 長嶺会員
月初めと月の終わりに四つのテストと、
結婚記念日 : 長嶺会員
四つの反省の唱和をしました。10 月に
は西村会員の職場で職場訪問例会を行
《バッヂ伝達》
い、2 月にはよろず相談を行いました。
担当例会の時には瑞光園の方から老人
福祉についてお話をしていただきました。規定審議・
クラブ細則委員会では昨年度 RI の規定審議委員会で
決まったことに基づいて当クラブの定款・細則の改
定を行いました。細則は色々と細かいところを作り
直しました。理事会メンバーとして出席・親睦活動
委員会、コミュニケーション委員会、会員増強委員
会の委員長さんを新たに加え、規定審議・クラブ細
《吉田会長挨拶》
則委員会を規定審議・戦略計画委員会に改めました。
だいぶ軽くなりました。ほっとしま
出席規定では 4 回続けての欠席で退会勧告というも
した。
のを当クラブで細則からなくしました。例会の取り
やめについても変更になっていますので細則でご確
認ください。
《米内次年度会長挨拶》
このバッヂは重く大きく出来ていま
した。実は私ここに来るのにあたって 《アトランタ国際大会報告》長嶺ガバナー
今月の 10 日から 17 日までアトラン
一年に一回くらいしか行かない床屋に
行って、ギリッと引き締めてきました。 タへ行って来ました。成田からヒュー
ストンに飛びそこからアトランタへ
一年間どうかよろしくお願いいたしま
行って国際大会の式典に出席し、その
す。
後サンフランシスコに戻ってゴールデ

ンゲートブリッジやヨセミテ国立公園などを見学し
てきました。行の成田からヒューストンまでは時差
的に 13 時間くらいでヒューストンからアトランタま
でも時差が 2 時間くらいあって、アトランタからサ
ンフランシスコも時差が 3,4 時間あり国内を移動す
るだけでも夜、昼の感覚が分からなくなり体がおか
しくなり常に眠い感じでした。日本に帰ってきてか
らも 1 週間くらい具合が悪くて、今ようやく日本時
間に体がリセットされている状態なのでこれから一
生懸命頑張りたいと思います。

《久保田会員》
皆さん色々とお話をされたので皆さ
んのお話ししなかったことを、会場が
非常に寒くて、向こうは夏で 30 度くら
いだと言われていたので半袖で行った
のですが飛行機の中もとても寒く、ア
トランタのコカ・コーラの展示場を見
学した時に冬用のパーカーを買いましてそれをずっ
と着ていました。ホテルでも飛行機の中でもです。
石橋さんがお世話になったとおっしゃっていました
が、色々と先輩のご指導の下に我々行ってくること
《石橋会員》
が出来ました。大変ありがとうございました。大会
長嶺ガバナーは時差ボケをなさった
についてはあれがアメリカかなと思いました。それ
そうですが私は比較的能天気にできて
ぞれの持ち場持ち場の人たちが自分の事だけしかや
いるせいか行きも帰りも結構寝ること
らないというか、向こうの方は自分の仕事を取られ
が出来たので時差ボケという感じはそ
るというか他の人の仕事をしちゃいけない、ユニオ
んなにありませんでした。日本人朝食
ンていうかそういうのがあるのではないかと、直接
会が行われてその後大会に行きました
は聞きませんでしたけど登録の紙を出す人は出すだ
が大会の時は半分くらい眠っていました。以前モン
け、別の会場に行って袋を配る人は袋を配るだけ、
トリオールに行った時に比べてあまり良くなかった
登録証のひもを渡す人はまた別の所というように、
のかオーケストラの演奏中もいなくなる人が多く、 合理性は全然ありません。日本だと一列に並んですっ
最後まで残っていたのは日本人が多かったのかなと
すっすと行きますけれども、会場が広くて普段歩き
思っています。モントリオールの時はショーが 1 時
なれていないものですから大変疲れました。会場に
間くらいあり歌手が歌ったり踊ったりして、そうい
入りましたら非常に大きな会場で横幅が 100m はな
う方が見栄えがするのかなと感じました。私自身 4
かったかもしれませんが全部スクリーンで映像が映
回くらい国際大会に出ていますが大阪の時は会長の
し出されていて、私たちが見たのは中ほどで、ステー
挨拶とか理事の交代など見た後は韓国の方々と大阪
ジにて出ている人はこれくらいにしか見えなかった
の街を飲み歩いてばかりでアトラクションについて
のですが、途中途中に大きなスクリーンがありそれ
は覚えていません。アメリカには 3 度ほど行きまし
には大きく移されていたりバックのステージのスク
たがやはり広いな、車が多いなと感じました。今回
リーンには映されているので大きくは見えますが出
行ったサンフランシスコは高原が広がって砂漠みた
ている人物を見ると本当に小さくしか見えない会場
いなところが沢山あり、こういう所で昔はウエスタ
でした。
ンをやったんだなと感じました。アトランタも「風
と共に去りぬ」ですか、そういう南部の古き良き時 《西村会員》
代のことが心に残りました。先ほどのヨセミテ公園
皆さんと一緒に行って来ましたが私
は渓谷で、1,000 メートルくらい下がるのにバスで
だけコースが別で、石橋さんや久保田
行きますがアメリカというのはすごいなと思いまし
さん、長嶺さんと一緒に行動する時間
た。以前ロサンゼルスに行ったときはグランドキャ
は短かったですけれど、3 人とも三日目
ニオンを見ましたけれどまだまだ渓谷のすごいとこ
にはもうサンフランシスコに行ってし
ろで、どっちがいいかと思いましたが今回の方が滝
まいましたのでそのあと残ったのは私
が有ったり氷河に削られた岩が有ったりと見た甲斐
と黒田先生になってしまいました。黒田先生は元 RI
がありました。サンフランシスコ経由のコースを久
理事としての仕事やいろいろな会合があったので
保田さんと長嶺さんと私と 3 組で行って、一緒にバ
時々お見かけはしましたけれど 4 日目以降はうちの
スに乗った方は 4 人パストガバナーがおいでになり
クラブとしては 1 人で行動していました。その分、
一人だけ私と同じで家内を連れて行かなかったので
国内外の他のロータリーの方とお話したり行動した
二人で一緒に座っていました。他の方は皆さん奥さ
りすることが出来たのでそれはそれでよかったかな
ん孝行で羨ましいなと思っておりました。うちのク
と思っています。4 日目 5 日目は何をしていたかと
ラブは黒田元 RI 理事がいらっしゃいますので皆さん
いうと、ちょっと面白そうな分科会を三つ四つ覗い
覚えていて、いろんなことを話しても黒田先生の話
てみました。日本語の通訳はほとんどなかったので
題が出てきて非常に勉強になりました。特に千葉の
すが幸いどのセッションもスライドを使っています
パストガバナーの方、82 歳とか 83 歳とかおっしゃっ
ので、スライドの助けでなんとなくわかったかなと
ていましたが先生と一緒で 2 年続けてガバナーをな
いうつもりで帰ってきました。私は去年のソウルが
さったそうで色々と覚えていらっしゃり非常に勉強
初めてでしたが去年は大会の登録だけして帰ってき
になりました。久保田さんご夫婦と長嶺さんご夫婦
ましたので、国際大会がどういうものかということ
には非常に迷惑をおかけしました。どうもありがと
が初めての経験だったのですが最初から最後まで居
うございました。
たお陰でこういうものなんだとよくわかりました。
アトランタは大都会で最初は潤いがないような感

じがしたのですが長くいるとそれなりに愛着がわい
てきて最後はちょっと去りがたい街になりました。
《桜田 SAA》
一年間つたない進行に付き合ってい
ただきありがとうございました。とて
も良い経験をさせていただいたと思っ
ています。ありがとうございました。

吉田会長最後の点鐘

