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《会長要件》米内会長

　昨夜は皆既月食でした、ご覧になりま

したか、私はどうせ曇って見れないだろ

うと寝てしまいました。

2月は『平和と紛争予防、紛争解決月間』

です。このことは石橋さんから預かって

いる私のあんちょこ、「ロータリー情報

マニュアル」に載ってなく RI の HP ではガバナーノ

ミニー用の説明しか見つけれませんでした。丁度今

日いただいたロータリーの友に“平和と紛争予防”

の記事が詳しく載っておりますので読んでいただき

たいと思います。

　20 世紀は戦争の世紀で 21 世紀は紛争の世紀と言

う学者がおります。日曜日の午前 10 時から TV 番組

で“小さな村の物語”が放映されておりますがご覧

になったことがありますか？イタリアの田舎町の暮

らしぶりを優しく丁寧に紹介していきます。第二次

大戦で日本と同じ敗戦の混乱を作家グアレスキの司

祭ドンカミロがキリストと話しをするユーモアで綴

られております。終戦後イタリアは宗教と相いれな

い共産党が支配します。国全体が敬虔なカソリック

信者のため政治と国民の生活全体に大きな矛盾が出

てしまいます。( 共産党費を使用して教会の修繕を

するなど ) ここらをユーモラスといい加減さとおお

らかさで乗り越えた国です。

　日本は敗戦後から自由経済主義側で世界の奇跡と

言われた経済大国 ( 一時はアメリカに次いで世界第

二位の経済で世界を牽引できるとうぬぼれたことも

ありましたが）に復興を遂げ現在は中国に抜かれた

とは言っても円は世界に通用しています。このおか

げで私のようなものまでがロータリアンにもなれて

いる訳です。

　イタリアはひところ国自体の破綻状態が続きまし

た、ただ国は大変貧乏だが国民はとても豊かだと言

われてきました。辺鄙な田舎の庶民でも一人ずつ皆

生きる宗教観と哲学を強く持っているように思えま

す。日本人とは生きていくための哲学と言いますか

死生観が全く違う気がします。ドイツを入れて第二

次大戦の三つの敗戦国それぞれが違う道を選びこの

72 年が過ぎております。

　平和の意義と紛争や戦争が無くなるようロータリ

アンとしてどのような貢献ができるか考えてみる月

間です。

《本人誕生日》

慶徳会員　　　　石橋会員　　　　赤穂会員

伊藤会員　　　　大橋会員

《幹事報告》吉田賢治幹事

・理事会報告

〇3 月のプログラム、3 月 1 日は任意休

会、3 月 8 日は規定審議・戦略計画委

員会担当例会、3月15日はコミュニケー

ション委員会担当例会、3 月 22 日は祝

日 (21 日春分の日 ) につき休会、3 月

29 日は社会奉仕委員会担当例会です。

・2 月 11 日 ( 日 ) のボーリング家族例会は 14 時、ゆ

りの木ボウルです。

・2 月 17 日 ( 土 ) の IM はアピル五戸 13 時登録開始、

14 時スタートです。

・3月3日(土)のPEETSは弘前のホテルニューキャッ
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　正会員数 37 名。本日の出席は免除

会員 5 名を含む 24 名。出席率は 68％

です。前々回の例会は、出席率 53％

でした。

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 久保田職業奉仕委員長



　入会して一年半が経って、お顔とお名前が一致し

てきまして、クラブの会員構成についてざっくりと

知りたいなと思いまして、まずは 2 月 1 日現在の年

齢でみた会員数です。37 名の会員数で、平均年齢は

63.5 歳。60 歳以上の方が 25 人、3 分の 2 となって

いました。

　次に、現在の会員を入会された年度ごとに人数を

分けると、こうなります。　（スライド資料）続いて、

入会された時の年齢で分けてみると、27 歳から 67

歳の幅があり、平均年齢は 46 歳。これを見て、意外

に若いんだなって思いました。RC のイメージが高齢

の方っていうイメージがあったので、もっと高いの

かと思っていました。考えてみたら青年会議所が 40

歳までなので、その後に RC に入るのであれば 40 代

なのか。今いる会員の方はこれぐらいの年齢から入っ

ているよ、ということであれば、若い人も入りやす

くなるんじゃないかと思いました。

　さて、入会年度ごとにみた入会された時の年齢を

落としてみると、ここ 10 年に入会された方の年齢が

幅広いことがわかるので、年齢に関係なく入会して

いるんだよ、ということが言えるんだなと思いまし

た。今回は、今会員でいらっしゃる方が何歳で入会

したのかな、ということをみてみようと思ってまと

めてみました。

　最後に出席率です。地区ホームページのガバナー

月信から拾ってみました。正直、今回初めてガバナー

月信を見ました。毎月出ていたのか、と驚きました。

あとマイロータリー。なにを話したらよいのかなと

思って、マイロータリーをいろいろ見てみました。

今回こういう機会があって、ちょっとだけですけど

ロータリークラブについて学んで、今後もっと知り

たいなぁというきっかけになったことを感謝してい

ます。

　2016 年 9 月に入会して 1 年半、クラブ例会や地区

大会、RLI、家族例会等、家族含めてこれまでにない

経験をさせていただきました。特に韓国訪問。楽し

かったです。今後も楽しんでやっていけたらなと思

います。

　さて、まだ時間がありますので、ロータリークラ

ブに入会する前のお話を紹介させていただきたいと

思います。八戸に来て 3 月で丸 5 年になります。そ

れまでは北海道にいました。生まれは埼玉県です。

就職して北海道に行きました。林野庁、北海道森林

管理局、空知森林管理署北空知支署というところが

初めての勤務先です。北海道の旭川市の近くにある

幌加内町というところにあります。翌年度、天塩町

に異動しました。平成 19 年度に入庁し、24 年度に

退職。6 年間在籍し、平成 25 年 4 月に八戸に移住し

ました。八戸では義父の会社、合同会社マルカネの

経営管理の応援をしています。マルカネは、東日本

大震災により職を失った義父が、半年後の 23 年 7 月

に設立した会社で、今創業 7 年目です。設立して 1

年半のときに応援にかけつけました。八戸市からの

震災復興の受託事業の話があって、そのお手伝いと

して会社としての体制を整える仕事をしています。

現在は公務員だったことを活かして、国や県、市の

補助金、助成金のサポートの仕事をしています。

スルです。

・RI 会長よりメールが届いています。日本語ですの

で皆さん読んでください。

・2月のロータリーレートは 1ドル 110 円です。

・今日からホテルの担当者が松浦さんから木谷さん

に変わりましたのでよろしくお願いします。

《ご挨拶》木谷さん

　以前 6 年くらい前に一度担当させて

いただきましたが今日からまた担当さ

せていただきます。分からないことだ

らけですので皆様のご指導をいただき

たいと思います。よろしくお願いいた

します。

《ニコニコボックス》西尾委員長

米内会長 : 西尾委員長、よろしくお願

　　　　いします。

伊藤会員 : 明日は赤いちゃんちゃんこ

　　　　です。

西村会員 : 西尾さん、ご苦労様です。 

　　　　宜しくお願い致します。

本人誕生日 :慶徳会員、石橋会員、赤穂会員、

　　　　　　伊藤会員、大橋会員

本人誕生日 (1 月 ): 金田会員、村上会員

結婚記念日 (1 月 ): 金田会員

《コミュニケーション委員会》大橋委員長

　ロータリーの友 2 月号の 15 ページに

函館 RC 小原会員の東山魁夷の「道」の

こと、という記事が載っています。種

差の県道 1 号だと思いましたが、私も

何回も行っていますが特に夏行くと青

い空と遠くに見える白い灯台がすごく

映えてとてもきれいです。

《出席・親睦活動委員会》西尾委員長

　担当例会にあたり、八戸南 RC 細則の

中を見ました。

　出席・親睦活動委員会は、出席に関

して、すべてのクラブ会員があらゆる

ロータリーの会合に出席することを奨

励する方法を考案するものとする。こ

の委員会は特に、①本クラブの例会への出席と、②本

クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会へ

の出席とを奨励し、③全会員に出席規程を周知せし

め、④出席をよくするためのよりよき奨励策を講じ、

⑤そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこ

れを除去することに努めるものとする。八戸南ロー

タリークラブ細則、第 10 条　委員会の任務、クラブ

管理運営部門（第一奉仕部門）です。

　半年経ってちゃんと見ました。なるほど、そうだっ

たのか、と。今日は出席規定をあらためて周知する

場でもよかったのかな、と思いました。メイキャッ

プのやり方であったり、あまり難しいことはまだよ

くわかっておりませんので、別の機会に先輩方のお

話が頂戴できればと思います。
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