
《ゲスト》

築館智大様 ( 八戸 RC)

《会長要件》西村会長

　皆さん、こんにちは。先週の「ロー

タリー創立記念例会」は夜例会でした

が、慶徳新会員を迎えて、楽しく和や

かな会だったと思います。やはり、新

しい会員を迎えるということは、何よ

り嬉しいことですね。

　さて、３月は「水と衛生」月間です。水と衛生は、ロー

タリーが全世界で展開している最重点事業のひとつ

であり、当２８３０地区としてもタイでの水浄化器

設置プロジェクトで成果を上げています。しかし私

個人の感覚では、水、と聞くと真っ先に思い浮かぶ

のは 今から丁度８年前になる、2011 年 3.11 の東日

本大震災の経験です。あの時は、皆さんそれぞれに

大変な困難を経験されたと思いますが、特に地震後

のライフライン、電気・水の供給が止まったことは、

共通の生活困難だったはずです。私の場合は特に水

でした。断水中も毎日分娩はあり、多くの新生児の

哺育もしなければいけませんでしたので必死で急場

を凌ぎました。トイレの水は雪を溶かして使ったり

もしました。もうどうにもならなくなった３日目に、

緊急を要する医療機関に優先的に給水車が来てくれ

た時、どんなに嬉しかったか忘れられません。その

経験から、水はありがたいものだ、水を大切に使お

うと思って暮らしてきましたが、最近はややもすれ

ば忘れがちです。

　現在、世界中で６億人もの人たちが、今なお衛生

的な水を使えない生活を強いられています。あまり

にも多くてピンとこない数字ですが、その一人一人

があの時の私達のように、衛生的な水を得られない

不便な生活を強いられていることに思いを馳せてみ

ましょう。

《入会式》

《新会員紹介》石橋会員

　慶徳拓也さん、慶徳さんの息子さん

でございますのでロータリーにはたぶ

ん慣れているだろうなと思っています、

42 年生まれで千葉商科大学を終わって

います。趣味はこれと言ってないと言っ

ていましたがお酒は好きだということ

は聞いておりました。仕事柄朝早く運転するもので

すから夜は 9 時半くらいまでのお付き合いならでき

るかなということでしたのでよろしくお願いします。

《新会員挨拶》慶徳会員

　皆さん改めましてこんにちは、本日

入会させていただくことになりました

慶徳拓也と申します、どうぞよろしく

お願いいたします。まず初めに昨年 12

月、父の葬儀にあたりまして皆様から

色々とお気遣いを頂きましたことをこ

の場をお借りして改めて御礼申し上げます。大変あ

りがとうございました。今、石橋さんの方からご紹

介いただきましたが、こんなに早く自己紹介の場面

が訪れると思っていなくて動揺しておりまして、何

を話せばよいかと考えておりましたが先ほどお酒が

好きという話を振っていただきましたので、ちょっ
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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

　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 3 名を含む 26 名。出席率は 71％

です。前々回の例会は、軽食例会で出

席率 75％でした。

《出席報告》原委員長

櫻田職業奉仕委員長



月 18 日 ( 木 ) 創立記念例会 18 時 30 分

パークホテル、今年度入会の 4 人の方の

歓迎例会も併せて行います、会費は

4,000円です。4月25日(木)お花見例会、

12 時 30 分南宗寺です。

〇ピーウィー国際アイスホッケー大会の

協賛金 20,000 円をニコニコより支出することを承認

しました。

〇IM の会計報告が伊藤会員よりなされました。

・オクトンより新しいカタログが届いています。

・英語版のザ・ロータリアン誌が届いています。

・八戸市公園緑地課より緑と花 30 号が届いています。

・今月のロータリーレートは 1ドル 110 円です。

・五所川原 RC より創立 60 周年、むつ RC 創立 60 周年、

南部 RC 創立 50 周年の案内が届いています、出欠を

回していますのでご参加お願いします。

・再来週の八戸 RC との合同例会の出欠変更がありま

したら今日中にお願いします。

《ニコニコボックス》大橋副委員長

築館智大様 (八戸 RC):

　20 日の合同例会楽しみにしています。

宜しくお願いします。

西村会長 : 慶徳さんお待ちしておりまし

　　　　た。八戸 RC 会長築館さんよう

　　　　こそ、3 月 20 日の親子クラブ

　　　　合同例会ではお世話になります。

西尾幹事 :慶徳さん、入会おめでとうございます。

黒田会員 :慶徳さん入会ありがとうございます。

石橋会員 : 慶徳さん入会おめでとうございます。IM

　　　　ご参加の皆様ご協力ありがとうございまし

　　　　た。無事終わりました。

赤穂会員 :慶徳さん入会おめでとうございます。

小原会員 :慶徳さん、入会ありがとうございます。

伊藤会員 : 慶徳さん入会おめでとうございます、よ

　　　　ろしくお願いいたします。

吉田賢治会員 : 慶徳さん、入会おめでとうございま

　　　　す。これからもよろしくお願いします。

大橋会員 :慶徳さんいらっしゃいませ。

本人誕生日 :下田会員

配偶者誕生日 :赤穂会員、小原会員、米内会員、

　　　　　　櫻田会員

結婚記念日 :三浦会員、赤穂会員、久保田会員、

　　　　　　慶徳会員

《ご挨拶》八戸 RC 会長築館様

　皆様こんにちは、八戸ロータリークラ

ブの会長を仰せつかっている築館でござ

います。今度 20 日の日に合同例会とい

うことでご案内を差し上げましたとこ

ろ、多数のご参加でびっくりしておりま

す。私どもも張り切っています。当日は

ゲストスピーチをお呼びしていて、デーリー東北出

版部次長の青山友子さんに「カナエルはちのへ」と

いうタイトルで 30 分講演していただくことになって

いますのでぜひお楽しみにしていただきたいと思い

ます。八戸ロータリークラブ会員一同楽しみに待っ

いますのでよろしくお願いいたします。

とだけ私の自己紹介も兼ねましてお話をさせていた

だきたいと思います。大学卒業後関東の方で 3 年ほ

ど酒販卸の会社に勤めておりまして、そういう関係

もありお酒に携わる機会は多々ございました。その

中でお客様含め諸先輩方から色々なことを教わって

きたというふうには思っておりますがまだまだ経験

不足なところはございますので、皆様方から色々と

ご指導いただきたいと思っております。私の仕事は

ご存知の方もいらっしゃると思いますが株式会社明

治という乳販会社の販売会社でございます。牛乳屋

さんと言った方が平たくわかりやすいと思います。

イメージ通り朝早い仕事でございまして、朝の 4 時、

5 時くらいから配達に私自身回っています。そうい

う関係もございまして夜例会でしたら 9 時半くらい

までに解放していただけたら 10 時には寝れますので

そういうお付き合いでお願いしたいと思っています。

週末に関しては日曜日はお休みですのでお誘いいた

だければ時間が許す限りとは申しませんがお付き合

いさせていただきたいなと思っています。こうして

石橋さんの方からお声がけを頂いて南ロータリーク

ラブさんに入会させていただくというのも、なにか

しら父がつないでくれた縁なのかと思ったりするこ

ともございますので、今後とも皆様暖かい目で接し

ていただければと思います。よろしくお願い致しま

す。

《本人誕生日》

《下田会員》

　慶徳さん入会おめでとうございま

す。これからもよろしくお願いしま

す。うちの母ちゃんの誕生日が 9 月

19 日、私の誕生日が 3 月 13 日、

3,3,9,6 しています、これからもよ

ろしくお願いします。

《配偶者誕生日》

赤穂会員　　　　小原会員　　　　米内会員

　　　　　　　　《結婚記念日》

櫻田会員　　　　三浦会員　　　　赤穂会員

久保田会員　　　慶徳会員

《幹事報告》西尾幹事

・理事役員会報告

〇4 月のプログラム、4 月 4 日 ( 木 ) 規定審議・戦略

計画委員会担当例会、4 月 11 日 ( 木 ) 会員卓話、4



《ロータリー財団委員会》石橋委員長

　今日は 3 人の方から寄付を頂きまし

たのでご紹介します。まずは厚かまし

くも新会員の慶徳さんからいただきま

した、ありがとうございました。吉田

立盛さんと最長老の高橋さんからもい

ただきました。お三方どうもありがと

うございました。

《コミュニケーション委員会》熊谷委員長

　今日はコミュニケーション委員会担

当例会ということで、時間はあまりあ

りませんが 3 人で担当させていただき

ます。私の後にロータリーの友の委員

を担当して下さった米内さん、そして

IT に強い吉田立盛さんからもお話しし

ていただきます。

　私からはコミュニケーション委員会の一つの仕事

である公共イメージに関してのお話をしたいと思い

ます。新会員さんがいらっしゃるのでおさらいも兼

ねて、コミュニケーション委員会とはどういうこと

をやるのかといいますと、公共イメージの向上とか、

雑誌、ロータリーの友とか IT、My Rotary の登録と

か毎週皆さんの目に触れる会報とかを担当するのが

コミュニケーション委員会です。会員数が多い時代

はそれぞれの委員会があったのですが今は組織の変

更があり一つにまとめたという経緯があります。会

報については先ほど私が写真を撮っていましたが本

当は編集から何から全部やらなければいけないので

すが、あとは全部伊藤さんにお任せで、伊藤さんは

例会のテープ起こし、聴きながらそれに私の撮った

写真をくっつけて皆さんのところに提供していると

いうことでございます。公共イメージですがロータ

リーの友の 2 月号に我がクラブのよろず相談が紹介

されていましたが、皆さんご覧になりましたか、先

ほどお渡ししたデーリー東北の記事と同じ写真です。

幹事の西尾さんたちが頑張ってロータリーの友の方

へ働き掛けて掲載されて喜ばしいことだと思います。

ロータリーの友というのはロータリアンに向けての

会報といいますか内部に向けての位置づけになると

思います。では外部に向けてはどうロータリーを知

らしめるのが大事かなといいますと、記事としての

ロータリー活動は全国的にどのように紹介されてい

るのかなということで皆さんにお配りした資料です

が、ロータリーの奉仕活動が新聞記事になっている

例です。奉仕活動を分けると物を寄贈するという奉

仕活動とイベントを開催する奉仕活動、大きく二つ

に分けられるかと思います。記事の詳しい説明は時

間の関係で省略させていただきますが、何が一番大

事かといいますと、ロータリーの公共イメージの向

上は会員増強につながる大きな手助けになるのでは

と強く感じます。ロータリーに入りませんかと周り

の方にお話しすると、ロータリーって何をやってい

るのと、ほとんどロータリーのことはご存知ありま

せん。そういった方々がこのような奉仕活動の新聞

記事をご覧になれば、ロータリーって良いことをやっ

ているんじゃないのと、そういう認識になってくだ

さるのではないかと、そういった意味で外に向けて

のロータリーの活動の発信、公共イメージを向上さ

せる記事の発信が大事なのかなと思っております。

コミュニケーション委員会の仕事の一つとして、メ

ディアに向けて取材依頼をしたりとか、そういう機

会を増やしていかなければと思っています。

　最後にロータリーの友の 3 月号縦組みの 19 ページ

に「歯と健康」東京神田 RC の黒田昌彦さんの記事が

載っています。当クラブの黒田会員の弟さんです、

皆様にご紹介して私の担当を終わります。

《米内会員》

　2 年前に石橋さんと近藤さんから上手

に言われてうっかりなってしまったロー

タリーの友の委員だったのですが、1 年

間やらせていただいて大変だなと思って

いましたが、後で考えてみるとても良い

勉強をさせていただいたというのがよく

わかりましたし、今度どなたか頼まれたら快く引き

受けてやった方が自分の為にもなるなということが

よくわかりました。

　2 年前のことですけれども毎月毎月何行かのリ

ポートを出さなければだめだったのですが、そこか

らご紹介してみたいと思います。私はこういうこと

でもなければロータリーの友を読むこともなかった

のですが、中身を聞いて驚いたことがありました。

ロータリーの友は今でも 1 冊 200 円です、この記事

の内容で 200 円はすごいなと思ったことを思い出し

ました。当時私の時は今より一回り小さかったので

すが今の A4 判の大きさになりました。何か提案はな

いですがということで私からの最初の提案で、この

雑誌は販売部数を競う雑誌でないことは私も十分承

知していましたけれども、手に取って読むことをし

ないと誰も読まないだろうということで、例えばこ

の記事の中の写真を、私は写真を撮るのが仕事です

から、日本古来の文化芸術といったものを写真で組

んでみてはいかがですか、そういうことをやってい

ただけないですかというようなことを提案したこと

があります。2 か月後にはそれがちゃんと実現され

ていました。

　入会して何年もたっていて、今さら聞けないとい

うようなことをさりげなく記事にしています。私の

ように知識不足で何年もいるのになかなか人に聞け

ないという時にとても役立ちました。その教え方と

いいますか、どんな時でも相手を思いやるという姿

勢も伝わってきました。優しい言葉で深い意味のこ

とをよく伝えてくれていました。こういうようなこ

とは毎回記事の中に取り入れてもらいたいなと思っ

たこともリポートの中にありました。

　9 月になったら最初の 7 月に提案した日本古来の

ものを取り入れてくれというのが卓話の泉の中に早

速「琵琶の魅力」ということでなかなか琵琶のこと

など普段わからないことが詳しく説明されていて勉

強になりました。

　毎月毎月大変だなと思いながらもリポートを出す

というのは自分の為にもなって、一番最後の時に強

く感じたのは外から見たといいますか俯瞰して私た

ちのクラブを見ることができたかなと思いました。

この間もお話ししましたが席替えをするのは当たり



《吉田立盛会員》

　私からは My Rotary のことをちょっと

だけお話しさせていただきます。今年の

今井ガバナーは地区目標の中に My 

Rotary の登録推進ということを掲げてい

らっしゃいますが、今年の年度初めは地

区で 28％くらいと地区全体としては非常

に低い中で、我が南クラブは 50 パーセントというこ

とで地区の中でトップの My Rotary の登録率を誇っ

ていたのですが、つい先日久保田ガバナー補佐より

弘前の某クラブに 75％で抜かれたというお話を聞い

て、何とかしてくれと頼まれたので早速 My Rotary

の登録の仕方がわからないとかメールアドレスがわ

からないという人のためにお手伝いして登録した結

果今現在 91％になっております。慶徳新会員にも登

録の仕方をお教えしますので何とか年度内に 100％、

他のクラブの追随を許さない登録率にしたいと心が

けで MY Rotary がよくわからないという方のために

簡単にアクセスできるようにしてありますのでお知

らせください。My Rotary はとても便利なもので、

ロータリーのデータベースといって良いくらい情報

がたくさんあって、例えば仕事で県外の方とお付き

合いしたときに、ロータリアンかなと名前を入力す

ればすぐロータリアンかどうかわかります。ポール・

ハリスと打つと 4 人現役のロータリアンがいるとい

うことなどもすぐわかるようになっていますので是

非活用してください。

前だと思っていたのですが、ロータリーの友の委員

から説明してください、教えてくださいということ

で、席替えを年に何回かやっている、やり方を詳し

く説明したらやってみたいという方々が結構沢山い

たりして、そういうものなんだということがよくわ

かりました。

　ロータリーの友をやって感じたことは、私を紹介

して下さった当時の長嶺ガバナーの懐の深いところ

といいますか、規定審議について例会で聞いたこと

を行ったときにお話しでき、ガバナーの力はすごい

なと、もう一つは黒田先生の元 RI 理事というネーム

バリューがこんなにもすごいことだというのが良く

わかりました。どこに行っても黒田先生のところの

方ですねとすぐ覚えてもらえます。1 回私が間違っ

て出席するハガキを欠席で出していたのに、いきな

り行ったときにロータリーの大人の対応をしていた

だいたことがありました。私は絶対に出席で出した

と、後でハガキを見せていただいたら欠席になって

いたのですが、事務の方が席を用意して最初から出

席のような対応をしていただいたことがあります。

そういったことも黒田先生の力がすごいと思い知っ

たことの一つです。

　委員をやめてからなかなか読む機会も少なくなっ

たのですが、3 月号の黒田先生の弟さんが載ってい

るということもそうですが、よく読んでいただいて、

少なくともちょっと興味のある所だけでも読んでい

ただければ、せっかくのこの良い雑誌が役に立たな

いことになりますので、どうか読んでいただきたい

と思います。


	2019-03-07-1
	2019-03-07-2
	2019-03-07-3
	2019-03-07-4

