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RID2830 ガバナーノミニーデジグネート

南グループガバナー補佐

築館　智大様 (八戸 RC)

《会員卓話》黒田会員

　クラブ創立は 1975 年 ( 昭和 50 年 4

月 19 日 ) で、46 年前です。スポンサー

クラブは八戸、八戸東と八戸北クラブ

です。

　私の入会は3年後の昭和53年3月で、

内科医の村井先生に勧誘されました。

1年間はのんびりと、ただ例会に出席するだけで「気

を遣う、忙しい職場を離れてリラックスできる」と

感じていました。それを見ていた村井先生から「そ

ろそろ奉仕活動を考えたら」と、気合をかけられま

した。それからの 42 年間は、すっかりロータリー人

生になってしまったのですが、いつもクラブの皆さ

んに支えられたことを感謝しております。

　さて、最近の国際ロータリーは、かなり変化して

います。事務総長の立場から見ると、日本の会員数

がインドに抜かれ、財団の寄付額が韓国に抜かれた

ことの「理由」が気になります。しかし会員数や寄

付額だけで、奉仕活動が評価されるわけではありま

せん。ロータリーの標語である「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」ということを実際に行うこと

が基本だと思っています。しかし、現在のロータリー

は利潤の最大化を求める資本主義経済のマイナス面

に押し流されそうです。例えばCEO(最高経営責任者)

として事務総長は巨大組織の財務的運営の立場から、

エバンストンの RI 本部ビルのスタッフルームを減ら

して、外部への貸事務所にしています。また皆さん

からの奉仕活動への資金を使用する直前まで投資し

て、少しでも投資利益を得ようとしています。その

ために外部の専門コンサルタントにかなりの報酬を

払っています。

　現在、「地球環境の保全と保護」が世界で大きな問

題になって居りますが、ロータリーでもやっと奉仕

活動の重点分野に「自然環境の保護」を加えました。

　しかし、地球の自然環境のバランスが壊れたこと

から、大きな気候変動を招き、おそらく野生の動物

から人間に感染しただろうと推測される、新型コロ

ナウイルスの感染症がこのように世界的に発生する

とは予想していませんでした。

　今、ロータリーはコロナ禍の中でどのように生き

残るか、大きな壁に直面しています。国際大会のよ

うな巨大イベントが２回続いて、オンライン開催に

なりましたが、それなりの経費が掛かる上に、大会

会場の大きなキャンセル料も支払っています。

　世界各地のクラブは会員と事務スタッフの安全を

第一とし、対面例会の中止、オンライン例会やハイ

ブリット例会に変更、奉仕活動の工夫、会員確保や

寄付確保の工夫、ローターアクトクラブから応援を

得るなどさまざまな工夫をしています。「例会の消え

る日は、ロータリーの消える日」と心配する会員も

います。

　逆にコロナ禍の中でこそ、どこかで、誰かのため

に役に立ちたいと思う方が増えたともいわれていま

す。

　八戸南クラブは松田会長をはじめ、若い会員の方々

の努力によって乗り切れそうです。どうか、よろし

くお願いいたします。

《会長要件》松田会長

　こんばんは、先ほど黒田会員からの

お話にありましたがロータリーの方も

この時期金銭的に大変なのでいろんな

方法で使い方を考えたりしているよう

です。私どものクラブも集まっている

皆さんはサラリーマンの方はあまりい

らっしゃらずにご商売をやったり何かしているはず

です。コロナの中で色んな問題が起きています。今

回もこれで収まるはずもなく相当体力が落ちていま

す。早く注射を、ワクチンを打ってもらいたいです。

最初のころ皆さんにもお聞きしましたが皆が打って

から打つんだという人もかなりおりました。どうい

うつもりで言っていたのか分かりませんが今になっ

てやりたい人が増えています。やはり自分だけでは
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ち帰りください。

《寄付のお願い )出貝会員

　出貝です、3 月 22 日に甲子園球場へ

行って試合観戦をしてきました。私の

息子が控えではありますが 13 番でベン

チ入りしていますのでベンチ入りして

いるメンバーの親御さんと一緒に応援

してきました。緊張からか本来の調子

を出せずに負けてしまいましたが精いっぱい戦って

きました。事後にはなってしまいますが寄付をお願

いしたいと思いますので何卒よろしくお願いします。

お花見例会の時にお時間をいただいていますのでそ

の時にじっくりお話させていただきますのでよろし

くお願いいたします。

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 : ガバナー補佐ようこそ、皆

　　　　様お久しぶりです。

石橋幹事 : ガバナー補佐ようこそ ! 皆

　　　　様お久しぶりです。

黒田会員 : 築館ガバナーノミニーデジ

　　　　グネート訪問ありがとうござ

　　　　います。

野澤会員 :皆様コロナに負けずがんばりましょう。

赤穂会員 : 皆様お久しぶりです、創立記念おめでと

　　　　うございます。

大澤会員 :祝　創立記念

長嶺会員 :創立記念を楽しみましょう。

熊谷会員 :祝 !! 例会再開 !

米内会員 :ごぶさたしておりました。

伊藤会員 :お久しぶりです。

清川会員 : 日本のロータリー 100 周年おめでとうご

　　　　ざいます。

吉田立盛会員 :築館ガバナー補佐ようこそ。

西村会員 : 築館ガバナー補佐ようこそ。皆様お久し

　　　　ぶりです。

西尾会員 :ガバナー補佐ようこそ。

中村会員 : ガバナー補佐ようこそ、皆様お久しぶり

　　　　です。

配偶者誕生日 :野澤会員

結婚記念日 :下田会員

《ご挨拶》

南グループガバナー補佐　月舘智大様 (八戸 RC)

　皆様こんばんは、例会を再開されると

いうことでお邪魔しました。皆様がお休

みになってる間私は他の7クラブをぐるっ

と回って地区大会の事、源新ガバナーが

かなり力を入れてズーム開催も含めて皆

さんにぜひ参加していただきたいとおっ

しゃっていましたのでそれを皆さんに伝えるために

回っていました。締め切りは過ぎてしまいましたが南

クラブの皆さんはお休みでしたのでそのことをお話す

ることが出来ませんでした。登録料は 1,000 円です、

通常ですと懇親会があったりで登録料は 10,000円です

が今回は 1,000 円ですので全員登録をお願いします。

南グループは当日参加してくださいと各クラブにもお

なくみんなのため、家族のため、大きいことを言うよう

ですが世界のためというつもりで自分も気をつけて人

にうつさない、そういうことですので本当は今日も集ま

らない方が良かったかもしれません。聖火もやらない

ところが増えています、春になり桜が咲いて人の出入

りも増え止まらなくなるのではないかと思っています。

どうか仲間の皆さんも気をつけて頂いて、何より健康

第一です。私も今は体調がすぐれません、先月 2 回目

の心臓の手術をしました、終わってから 5 キロほど太

りおかしいと思っていましたが、要は浮腫んでいたと

いうことです。水分がたまってしまい肺を圧迫したと

いうことでした。誰がいつこのようになるかもしれま

せんので気をつけて頂きたい。そして私の望みである

皆さんとお会いする、人は会って話をするのが一番で

すから、このコロナを乗り切って良いクラブになるよう

頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

《幹事報告》石橋幹事

　・理事会報告

〇５月のスケジュール

　５月６日 ( 木 ) 祝日の週につき休会、

５月１３日 ( 木 ) 早朝例会、長者山６

時３０分、５月２０日 ( 木 ) 青少年奉

仕委員会担当例会、５月２７日 ( 木 )

次年度会長担当例会になります。

〇５月１日 ( 土 ) 社会奉仕活動で八戸高校 IAC と蕪

島海岸清掃、９時４５分蕪嶋神社集合、参拝後海岸

清掃して解散、弁当は持ち帰りください。

〇６月５日 (土 )のよろず相談について、会場はパー

クホテル、時間は 13 時から 16 時、受付期間は 5 月

28日から6月4日までです。広報はちのへ6月号、デー

リー東北誌、BeFM にて広報の予定です。6 月 5 日 18

時 30 分より報告例会、パークホテルで会費 4,000 円

です。

〇4 月 22 日 ( 木 ) のお花見例会は今回田口会員の卓

話がございませんので新会員の出貝会員のご子息が

甲子園に行ったので出貝会員の歓迎会も含めて選抜

甲子園応援のお話をしてもらうことになりました。

・FAX でご案内していました八戸西高校甲子園出場へ

の募金をニコニコから支出しております、本日募金

箱をもって回りますので皆様ご協力よろしくお願い

します。

・緑の羽根募金はニコニコから支出します。

・例会変更のお知らせ、八戸東 RC 4 月 16 日 ( 金 )

日時変更、4 月 30 日 ( 金 ) 任意休会、八戸北 RC 4

月 20 日 ( 火 ) 休会、4月 27 日 ( 火 ) 時間変更です。

・八戸東 RC 創立 60 周年記念誌、米山梅吉記念館館報、

サイクルアイ、文集緑と花、ザ・ロータリアン、ハ

イライト米山、母子の健康月間リソースのお知らせ

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。

・4 月 17 日、18 日の地区大会のポスター、チラシが

来ています、事務局にあります。

・青森ロータリークラブよりマスクケースが届いて

います。

・地区事務所よりポケットティッシュが届いていま

す。

・緑の羽根は事務局のテーブルにありますのでお持



願いしています。どうしてもという方はズームでの

参加で結構ですから参加していただきたいと源新ガ

バナーがおっしゃっていました。

　先日 DTTS と PETS に私もオブザーバーとして参加

しました。この地区大会もそうですが今はズームで

の参加を地区でも進めています。皆さんも是非一人

一人がズームで参加できるような環境を取り入れて

頂きたいと思っています。先ほども黒田さんにお聞

きしたのですがこのコロナというのは本当に収まる

のかなと私は不思議に思っています。第 3 波、第 4

波とだんだん大きくなっていますし、ワクチンも 2

回打ちますがその抗体が半年しか持たない、そうす

るとまた半年後に打つことになります。全国民が打

つということを毎年のようにやっていかなければな

らないのかと思うとこの先どう言うような世の中に

なっていくのだろうと考えますと、セミナー形式の

会合などは集まる必要がなくてズームでいいのでは

ないかと考えています。親睦という面ではこうやっ

て皆さん集まって仕切版とかでソーシャルディスタ

ンスを保ちながら集まるというのは非常に大切なこ

とだと思っています。そうしないと親睦が図られな

い、そこからロータリーが中々成長していけないの

ではと考えています。ただ、必要な時は集まります

がそこまでじゃなくてもいいだろうというのはズー

ムでいいのではと思っています。私はデジグネート

なんですが、たとえば例会の年間スケジュールを作

る時に米山月間とか財団月間とかあります、米山月

間だとどこのクラブも奨学生を呼んで卓話をしても

らおうと最初に考えます、そうしますと米山月間の

1ヵ月の間には委員長さんも回れません。そういっ

たときに例会が同じ曜日でしたら、米山委員長と米

山奨学生がガバナー事務所にいてズームで皆さんと

つながる、そうするとかなり効率よく出来ます。財

団も同じです。いろんなクラブに行く必要はなく卓

話でしたらそのあとの質問も含めてズームで行ける

のではと考えています。八戸クラブは今メーキャッ

プは窓口の所でのみ受け付けていますがズームでな

ら参加できます。八戸クラブはずっとハイブリット

で例会をおこなってます、皆さんに ID とパスワード

をお教えいたしますので是非ご参加ください。これ

からはズームでのいろいろなことが進んでいくと思

います。ワクチンが行き渡ったアフターコロナの時

でさえリスクは必ずあるのですから必要な対面の例

会はやっていただきたいですがそうでないものは

ズームでいいと思います。これから新しい世の中に

なったときにはこのズームというのは欠かせないも

のになると思いますので、是非皆さんチャレンジし

ていただければ色々な所で役に立つと思います。
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