2017-18 年度ＲＩのテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
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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

《会長要件》米内会長
《出席報告》田守副委員長
皆さんお盆休みはいかがだったで
正会員数 39 名。本日の出席は免除
しょうか、私は迎え火とか送り火など、
会 員 4 名 を 含 む 22 名。出 席 率 は
母を亡くしてからだったんでしょうか、
62％です。前々回の例会は、出席率
しっとりとした日本のとても良い文化
76％でした。
だなあと、今の歳になったからなんで
しょうか感じます。今年は特に天気も
あって現代アートも時間が経つと古典的なものにな
良くなくて寂しい送り盆になってしまったからかも
るなと思うんですが、現代アートのことを絡めます
しれません。今年は気候が悪くて昔だと飢饉 ( 喰喝 )
と、さっき言った「失敗の本質」の事の日本人的な
になっていたのではないかという気候です。ヨーロッ
考え方というか、それに比べてアメリカの事、この
パの疫病なんかもこういう時に出たのではないかと
話をすると問題になるかと言われていたのですが、
いう気がして、お百姓さんが大変なのではという気
現代アートのほうから、少し偏っているかもしない
がしました。
と思いながら聞いていただきたい。日本に原爆の投
高校野球も始まりました、今日は仙台育英、明日
下を命令したトルーマン大統領なのですが、大統領
は青森山田がベスト 16 をかけての戦いです。内心ド
でさえそういう原爆投下を命令するような国でも
キドキしている方もいらっしゃるのではないかなと、 あったのですが、断固反対した軍隊のトップもいた
隠れファンもいらっしゃるのではないかと思ってい
という、これがアメリカの文化の中に少し入ってい
ます。八戸はお祭りが終わって、お盆が終わって、 る、今、マスコミをにぎわしている白人至上主義者
高校野球も終わってしまうとあとは何もない寂しい
がいまだにあって日本では考えられないことです。
ことになるのかなと思っています。
そういう国であっても原爆投下で日本が負けた後で
8 月 15 日の終戦記念日に絡めてお話ししたいと思
アメリカの子供たちが自分たちの食事を 1 食抜いて
います。去年、終戦記念日に関係した「失敗の本質」 も敵だった日本の人たちを助けようという人たちも
という本がありまして、戸部良一という方他 5 人の
いた、こういったアメリカの文化があるということ
学者が執筆した本なんですが、戦争の良し悪しを別
で、こういう観点からロータリーのことを考えます
にしてなぜ戦争に勝てなかったかを詳しく検証して
と、私たちの現代アート的な考え方からすると、文
いる本です。結果をお話しすると物議をかもすこと
化とかアートとかとしてとても面白いものをロータ
になりそうなので、その後は読んでみたい方は読ん
リーの中にはらんでいるなということが出来るのか
でいただければ、とても面白い本でした。その中と
なと思います。私たちがそういう見方をすると面白
現代アートの発想を少し含めてロータリーの事と関
いものになって、ちょっと失礼な所が出てくるかも
連させてお話ししたいと思います。
しれませんが、そういう面白みがあるなと感じられ
現代アートと言いますと、千利休の茶の湯もその
たところです。
当時だととても前衛的なものだったわけで、お茶を
ちょっと脱線気味になりましたが、今日は前年度
皆で回し飲みするなんてことは、その時代は同じ茶
決算と本年度の予算審議です。どうかよろしくお願
碗を、まして大名は人の茶碗を口にするなんてこと
いします。
はない時代だったわけで、それを千利休が始めた、
もっともこれはそういう資料がバチカンの中にも 《幹事報告》吉田賢治幹事
残っているということで、クリスマスイブのお茶会
・レターボックスに地区大会の案内が入っていま
というのは、それこそ昔からやられていたと、これ
す。申込用紙に記入してください。
は私が聞きかじったことですが、そういったことも
・長生園より三社大祭のお礼と長生園だよりが届い

二日しかなく「間に合わなければあなたは指名委員
として失格なので、本部に来なくても良い」という
ことになりますので、責任上電子メールがいつ来る
か待っていて、すぐに返事を出しました。返事が届
いたかの知らせもなく心配していましたが、本部に
来いとの連絡があり行って来ました。もっと早くに
帰って来る予定でしたが、予定が変わったもので飛
行機とかホテルの予約が取り直しになったのですが、
8 月に入って海外に行く人がいっぱいで成田に行っ
て驚きました。人が多くてスーツケースをもって歩
くのもやっとの状態で大変な思いをして来ました。
最初に予定通りノミニーを選びましたが、国際ロー
タリーの変革をしていく、変化をうまく乗り越えて
新しく変えていく、国際ロータリーとロータリー財
団と国際ロータリーのスタッフとクラブや地区との
関係、コミュニケーションをうまく見直す新しいロー
タリーのやり方を準備をしている人に入れるつもり
《ニコニコボックス》西尾委員長
でしたが、幸い私の考えている人が当選しました。
米内会長 : お盆休みいかがでしたか。
最初に電子投票で 6 人が選ばれて、その人たちが一
黒田会員 : 国際ロータリーの会長エレ
人ずつ指名委員会の部屋に呼ばれて、30 分間指名委
クトと会長ノミニーの指名
員が質問します。それに対して候補者はすぐに答え
委員会に出席のためシカゴ
なければなりません。例えば戦略計画はどうするの
に行ってきました。
か、財団をどうするか、会員増強に対してどういう
案を持っているかとか、今のロータリーの問題点に
《ロータリー財団委員会》熊谷委員長
対して堂々と答えなければなりません。しかもユー
前回の例会終了後に米内会長と西尾
会員より年次寄付をいただきました。 モアをもって明るく情熱をもって答えた人でないと
最後に残らないわけです。質問が終わった後には指
ありがとうございました。
名委員で今の人はどうだったか意見を出して話し合
います。あの人は年を取りすぎているのではないか、
いやロータリーでは年齢や健康はプライバシーの問
題なので話題にしては駄目だ、いくら年を取ってい
《前年度決算報告・次年度予算審議》クラブ協議会
ても元気でやれるのであればいいんだというように
《前年度決算報告》熊谷前年度会計
して決めます。黒田も何か質問しなさいと言われま
決算書を読み上げ説明、拍手にて承
した。私は自分の英語は通じないと思って遠慮して
認
いたら、簡単な質問からされてしまい、一番大変な
質問が残りました。「ＲＩ戦略計画の内容をどのよう
に今までの戦略計画から変えていくかというもの」
で、ロータリーの戦略計画として他の奉仕団体と違
うものを選ばなければならないものでした。ノミニー
《今年度予算審議》石橋会計
は決まったのですがエレクトは大変でした。サムさ
予算案読み上げ説明、拍手にて承認
んがエレクトとして具体的に国際協議会の準備も始
めていて、次年度の方針も人材もそろえていたので、
これを受け継ぐ人はサムさんが当選した時に落ちた
人たちが立候補されて、サムさんの遺志を受け継い
でそれを生かして行きながらも自分自身の個性も出
して国際ロータリーの継続性を見失わないように大
《ＲＩ会長ノミニー指名委員会》黒田会員
切にしながらやっていくという方針を述べられたの
8 月 6 日に出発してアメリカに行っ
で、その方たちの中から選びました。
てきました。北海道、東北、新潟、北
2018-19 年度ロータリー会長
関東を入れた第 1 ゾーンのパストＲＩ
バリー・ラシン氏
理事の中で、クラブから推薦のあった
イーストナッソー・ロータリークラブ
人が指名委員になれますので、指名委
員として行って来ましたが、今年度に （バハマ、ニュープロビデンス島）
2019-20 年度ロータリー会長
入ってから 7 月に会長エレクトのアフリカのサムさ
マーク・ダニエル・マロー二ー氏
んという方が急に亡くなられたので、今年度の指名
ジケ―ター・ロータリークラブ
委員が遡って、ノミニーだけでなくエレクトの指名
もするということになり大変な思いをしました。資 （米国アラバマ州）
料を 2 年分ですから 20 何人分のものを全部読んで行
きました。最初に電子投票をしますが、その期限が
ています。
・北部九州豪雨災害に対する義援金のお
礼のメールがＲＩ第 2700 地区ガバナー
事務所より届いています。
・ハイライト米山が届いています。
・来週 8 月 24 日は納涼例会です。18 時
30 分パークホテルです。
・8 月 31 日は任意休会ですが 18 時 30 分よりガバナー
事務所閉鎖式があります。
・例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ 9 月の例会変更は
ございません、八戸東ＲＣ 9 月 8 日（金）例会変更、
9 月 21 日（金）任意休会です。八戸北ＲＣ 9 月 26
日（火）時間場所変更、八戸中央ＲＣ 9 月 18 日（月）
祝日につき休会、メーキャップ不可、9 月 25 日（月）
例会変更です。

