
《会長要件》松田会長

　いよいよ残すところ一か月余りとな

りました、何とか頑張ってやっていき

ますのでよろしくお願いします。今日

は Be FM ラジオの方へ橋本職業奉仕委

員長と二人で行ってお話をしてきます。

よろず相談の事とかですがどのような

ことを聞かれるのか非常に楽しみです。時間があり

ましたら聞いてください、あがって変なことを言う

かもしれませんがその時は笑って許してください、

よろしくお願いします。

《幹事報告》慶徳副幹事

・三川会員よりスポンサーをしておりま

した小倉会員がカネク醸造さんを退社

されましたので退会するという連絡が

あり、持ち回り理事会で承認されまし

たので年度末までに退会の手続きをい

たします。

・25 日に行われました「日本のロータリー 100 周年

を祝う会」記念式典及び祝賀会の視聴がユーチュー

ブで 2 週間程度できるということでメール登録され

ている会員の皆様にお知らせしております。見られ

ないときは事務局までお知らせください。

・ザ・ロータリアン英語版が届いています。

・先ほど会長もおっしゃっていましたが、本日会長

と橋本修職業奉仕委員長が Be FM ラジオに出る予定

です。5 時 10 分くらいからの生放送ですので皆さん

聞いてください。

・よろず相談の受付が明日から始まります、周りに

相談したい方がいらっしゃいましたらご紹介くださ

い。

・例会変更のお知らせ、八戸 RC 6 月 16 日 ( 水 ) 任

意休会、八戸東 RC 6 月 4 日 ( 金 ) 時間場所変更、6

月 25 日 ( 金 ) 時間変更、八戸北 RC 6 月 1 日 ( 火 )

任意休会、6月 29 日 ( 火 ) 時間変更です。

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 : 次年度会長担当例会、西尾エレクトよろ

　　　　しくお願いいたします。

石橋幹事 : 西尾次年度会長、今日はよろ

　　　　しく。写真ありがとうございま

　　　　す。

黒田会員 :「日本のロータリー 100 周年

　　　　を祝う会」の閉会挨拶をしてき

　　　　ました。

小原会員 :久しぶりの例会出席です。

米内会員 :西尾次年度会長、どうぞよろしく。

結婚記念日 :野澤会員

《ロータリー財団》伊藤委員長

　本日松田会長よりポリオプラスに 100

ドルの寄付をいただきました。どうもあ

りがとうございました。昨日「日本のロー

タリー 100 周年を祝う会」の動画を拝見

しましたがその中でもポリオプラスの重

要性について述べられておりました。皆

様ポリオプラスへのご寄付どうぞよろしくお願いし

ます。

《次年度会長担当》西尾会長エレクト

　7 月からは西尾年度ということでやら

せていただきますが新しい年度の前に先

日行われた地区研修協議会を踏まえたう

えでの次年度会長担当例会ということで

進めさせていただきます。

　お手元に次年度 RI 会長シェカール・

メータさんと地区ガバナーの成田秀治さんのメッ

セージをプリントした物があると思います、詳細に

ついてはお読みいただければと思いますので少しだ

け、RI テーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊か

にするために」です。会長はインドの方でインドで
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　正会員数 35 名。本日の出席は免除

会員 8 名を含む 24 名。出席率は

70.6％です。

《出席報告》松橋委員長
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なので申し訳ありません。PR 動画はガバナー公式訪

問の時にも流すかもしれませんので今回は無しにし

ます。

もう一つ見て頂きたいものはおととい行われました

「ロータリー 100 周年を祝う会」の動画です。ライブ

での配信がありましたがアーカイブということで

ユーチューブで 2 週間ほど見ることが出来ます。黒

田会員が閉会挨拶を行っていましたのでそこのとこ

ろを見て頂きたいと思います。

「閉会挨拶」 黒田正宏 RI 元理事

　今、世界では新型コロナウイルス感染症が流行し

ています。そのために私たちの生活が大きく変化し

ています。さらに、国際ロータリーはコロナ禍のた

めだけではないのですが、革新的な変化を迎えよう

としています。

　このような時に、私たち日本のロータリーは 100

周年を迎えました。今日は RI 会長をはじめ、多くの

ご来賓から祝辞をいただきました。狂言・能楽師茂

山千五郎十四世による力強い祝舞「三番三」には圧

倒されました。記念ビデオ、基調講演やパネルディ

スカッションでは、先人たちの努力の道のりを振り

返りました。同時に未来のロータリーへのヒントが

得られたことと思います。

　クラブと地域を基本としながらも、日本の素晴ら

しい伝統文化を生かし、これからも世界のロータリー

運動を進めてくださるようお願いいたします。

　今日のイベントの準備をしてくれた皆様と、海外

や国内各地からオンラインで参加くださいました皆

様に、心からお礼を申し上げます。

　以上を持ちまして、「日本のロータリー 100 周年を

祝う会」の閉会挨拶といたします。ありがとうござ

いました。

　今見て頂きましたようにいろいろと動画とか、マ

イロータリーの中に入っている色々な情報やガバ

ナー月信なども紹介し皆様と情報の共有を図って行

きたいと思っています。変革と柔軟性といわれてお

りますので色々なものに柔軟に対応していきたいと

思っておりますので今みたいなトラブルがあるかも

しれませんがひとつよろしくお願いいたします。以

上で終わりますが今見て頂いた 100 周年の話を黒田

会員からしていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。

《日本のロータリー 100 周年を祝う会》黒田会員

　今の恥ずかしい映像で身の縮まる思

いでした。この画面は日本の戦争中の

ロータリークラブの活動を紹介してい

るものですが、政府からロータリーク

ラブは解散を命じられ名前を変えて活

動したということを説明しています。

ロータリーは戦争中も名前を変えて活動しておりこ

の近くでは盛岡ロータリークラブとか函館ロータ

リークラブが「水曜会」「木曜会」というようにして

でも奉仕の気持ちを活かそうと毎週続けていたとい

う厳しい歴史があったわけです。日本のロータリー

100 周年を祝う会は本当は去年やる予定だったのが

は人数も増えて拡大が激しい中で世界的にも人数を

どんどん増やしていこうという流れの中で会員増強

に大分力を入れているというところです。地区のガ

バナーですけれども五所川原イヴニング RC の成田秀

治さん、地区のテーマは「ロータリーライフを楽し

もう」ということでございます。ガバナー公式訪問

は 7 月最後の週の 29 日になっています。その時にガ

バナーがいらっしゃって色々とお話しできるかと思

いますので地区の内容についてはお読みいただけれ

ばと思います。ガバナー公式訪問も今回はコロナの

影響もあるということで実際の訪問は困るという場

合ズームでの訪問も可能とおっしゃっていましたが

今後のコロナの状況を見て理事会等で検討していき

たいと思います。

　先日の土曜日に地区研修協議会がございました。

クラブのリーダーの方々に出席して頂いて次年度の

スタートする準備をということでうちのクラブから

は会長の私と慶徳幹事、清川会計、久保田会員、伊

藤会員、吉田賢治会員、地区委員として吉田立盛会員、

大橋会員、アドバイザーとして黒田 PG と長嶺 PG に

参加していただきました。本来ですと 6 月 20 日に

RLI( ロータリーリーダーシップ研究会 ) でクラブの

リーダー候補が研修を受けるということで会長、幹

事が出席する予定でしたが今回は中止となりました。

今年度の地区要覧は会員全員に配布されるというこ

とですので配布になった時点で一緒に確認する場を

設けたいと思っていますのでよろしくお願いいたし

ます。

　地区のテーマ「ロータリーライフを楽しもう」で

すが私の考えていた「家族で楽しめるロータリー」

というものと通じるところがあり良かったと思って

います。コロナの関係で色々と活動できないことも

出てきますが出来ることを皆さんと考えていきたい

と思います。

　今このパソコンでズーム参加しています、例会が

会場で出来ないことも考え次年度も引き続きズーム

で参加できるようにしていきたいです、会場に来ら

れる方は会場で、会場に来られない方はズームで参

加してください。今自分のパソコンの画面をズーム

の共有という機能で皆さんに見て頂くテストも兼ね

て行っています。見て頂くのは地区のホームページ

です、リニューアルされたということで地区のフェ

イスブック画面やお知らせ、月信が凄く見やすくなっ

ています。10月に五所川原で行われる PR動画も載っ

ています。友愛の広場というところは新しく開設さ

れたところで次年度から動き出すと思いますが各ク

ラブがそれぞれログインして各クラブで行った活動

報告とかメッセージを投稿できるということです。

こういうことを活用してクラブの情報を発信してい

けばクラブとしても地区としても活性化していくの

かなと思います。地区研修協議会もズームとのハイ

ブリットで行われましてその報告も載っています。

地区協議会には慶徳幹事と清川会計にうちの事務所

に来ていただいて一緒にズームを見ながら参加しま

した。五所川原のPR動画を見て頂きたいと思います、

八戸で行われた地区大会に参加した方や地区協議会

に参加された方は見ていますが ( 音声接続が上手く

いかず )、音が出ません、色々テストしている状況



コロナのために延期になっていて、今年やるかどう

かも土壇場まで揉め、実際には 3 日前に確定しまし

た。オンライン用のプログラムはバタバタと決まり、

黒田は東京に来ないつもりかと言われましたので、

運営委員会の副委員長として責任を果たしてから帰

りますと言ったところ最後の閉会挨拶に充てられま

した。オンラインでしたけれどもコロナ禍の中で、

しかもアメリカのロータリーがここ 5 年間で革命的

な変化をしている中、日本のロータリーの 100 周年

がぶつかりましたので日本だけでお祝をして、国際

ロータリーの変化についていけるような準備をしよ

うということであり、良かったのではないかと思い

ます。例えば国際ロータリーではガバナー制という

地域制をなくして、しかも任期も変えてガバナーを

2 年にする、5 年以内に 2 年間のガバナーにする、RI

理事も 3 年の任期にする、これは大変な負担になり

ますけれども若い人を RI 理事に出し 3 年間やっても

らうというように変わってきますし、職業奉仕も無

視されていますが日本は伝統として、良き伝統は活

かして職業奉仕を中心とし、クラブ、地域を基本と

しながら世界に出て奉仕活動をする、そういう主張

を私の挨拶の中に入れました。
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