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《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは。

　本日は、ガバナー公式訪問という

ことで、RI 第 2830 地区ガバナー成田

秀治様、南グループガバナー補佐岩

岡隆雄様、地区幹事長谷川裕紀様を

お迎えしています。

　10 時より、会長幹事面談、私と熊

谷副会長、清川副幹事の３名が参加しました。11 時

から、クラブ協議会、各委員長に今年度の方針を述

べていただき、ガバナーより講評をいただきました。

　本日の例会では、成田ガバナーよりご講話を賜り

たいと存じます。クラブの活動をこれまで以上に盛

り上げていくための貴重な機会であると考えていま

すので、みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

《幹事報告》清川副幹事

・前回の例会よりお願いしています静

岡熱海地区への災害支援、よろしくお

願いします。

・地区事務所より、弘前東桜花 RC 衛星

クラブの認可が下りたとの連絡が来て

います。

・成田ガバナーより国際平和資金への

ご協力をお願いしたいとのお話がありました、ご協

力をお願い致します。

・クラブの Facebook ページの関連で気になる本を見

つけました「ロータリークラブに入ろう ( あなたの

人生に最後の友人を ! ロータリーが大切にする価値

観を人生に活かそう !)」という本です。クラブ規模

が違って当クラブとは一緒にできませんが参考にな

る本でした。興味のある方は読んでみて下さい。

・コロナの１日の感染者が１万人になろうかという

ところまで来ています、社会奉仕の観点からも皆さ

んコロナには十分気をつけましょう。

《ニコニコボックス》米内副委員長

成田ガバナー :ニコニコ

岩岡ガバナー補佐 :ニコニコ

西尾会長 : 成田ガバナー、岩岡ガバ

　　　　ナー補佐、長谷川地区幹事、

　　　　ようこそ八戸南クラブへい

　　　　らっしゃいました。今日は

　　　　よろしくお願いいたします。

慶徳幹事 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、地区

　　　　幹事の長谷川様、本日はよろしくお願いし

　　　　ます。

黒田会員 : 成田ガバナー、岩岡 AG、クラブ公式訪問

　　　　ありがとうございます。

石橋会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、地区

　　　　幹事長谷川様、本日はよろしくお願いいた

　　　　します。出席１００％の記念品ありがとう

　　　　ございました。

大澤会員 : 成田ガバナー、ようこそお出で下さいま

　　　　した。

小原会員 : 成田ガバナーようこそ、本日はよろしく

　　　　お願いいたします。

長嶺会員 :成田ガバナー、岩岡 AG、長谷川地区幹事、

　　　　ようこそ。

熊谷会員 : 成田ガバナー、岩岡南グループガバナー

　　　　補佐、長谷川地区幹事、ようこそ !１００％

　　　　出席ネクタイありがとうございました。

三川会員 :成田ガバナーようこそ。

伊藤会員 : 成田ガバナー、公式訪問ありがとうござ
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　正会員数 31 名。本日の出席は

免除会員 7 名を含む 25 名。出席

率は 86.2％です。
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《ガバナー講話》RID２８３０ガバナー成田秀治様

　(RI 会長挨拶動画上

映 ) 今の動画８分３０

秒ございました、実際

には２０分あった動画

なんですが私の同期の

ガバナーが短く縮めて

くれました。公式訪問

用に８分程度に縮めて

くれて私たち同期のガバナーほとんどの方がこれを

使っていると思います。今見て頂いたようにシェカー

ル RI 会長のテーマは「奉仕しようみんなの人生を豊

かにするために」です、私の後ろにこのテーマの横

幕がありますがこのテーマを見なくてもいいように、

できれば暗記していただければと思っています。そ

れと同時に私のスローガン「ロータリーライフを楽

しもう」これは簡単ですから、若干長くなると割と

覚えにくいものですが暗記していただければと思い

ます。

　今 RI 会長がおっしゃっていたのを

簡単に縮めますと「もっと行動し、もっ

と成長すること」だそうです。「もっ

と行動し」というのは奉仕プロジェク

ト、奉仕しましょうということです。

「成長する」というのは会員を増やし

会員基盤を広げる、要は「奉仕して会

員を増やして、クラブの基盤を広げようよ」「足元を

しっかりしようよ」ということをおっしゃっていま

した。何故そう言うことかと言いますと、過去２０

年間ロータリーの会員数が１２０万人の横ばいだっ

たものを年度終わりには１３０万人にしたいという

思いからこのようなテーマを考えられたそうでござ

います。それにはどうしたらいいのか「Each One, 

Bring One」だそうです。１人が 1 人を入会させる、

インドだったらもしかしたらできるかもしれません。

ただ、日本の国で 1 人が 1 人を入会させる、至難の

業です。どっちかと言えば無理かなという感覚に陥っ

てしまうほどの目標でございます。ただ、あきらめ

るのはいかがかなと思っています。でもちょっと無

理かな、そんな感じでございます。

　ロータリーの奉仕活動、さっきもお話に出てきま

した、ロータリー奉仕デーというのを 3 番目に赤で

書きました。2 月はロータリーデー、10 月は世界ポ

リオデー、このロータリー奉仕デーというのは何月

という決まりはございません。何月という決まりは

ありませんがロータリーの 7 つの重点分野に合致し

た内容で参加者型の奉仕活動になりますので、マス

クだけ寄贈しましたとか図書館に本を寄贈しました

ではなく参加型がロータリー奉仕デーの活動になり

ます。私の地区の目標として、会長・幹事面談、そ

してクラブ協議会の中でお願いしました。とにかく

公共イメージを上げてください。手段は選びません、

テレビだろうが SNS だろうが何でもいいです。とに

かく公共イメージを上げ、退会防止に繋げて頂き会

員を増強してください。「Each One,Bring One」1 人

が 1 人を入会させるのは至難の業です、私の方は 1

人が 1 人に声をかける。1 人が 1 人に声をかけるこ

とはできると思います。ここにいらっしゃる皆さん

　　　　います。

松田会員 : 成田ガバナー、公式訪問ありがとうござ

　　　　います。

清川会員 : 成田ガバナー、南グループガバナー補佐

　　　　岩岡様、地区幹事長谷川様、ようこそお越

　　　　し下さいました。本日はよろしくお願いい

　　　　たします。

吉田立盛会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、　

　　　　長谷川地区幹事、ようこそ !!

吉田賢治会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、　

　　　　長谷川地区幹事、ようこそいらっしゃいま

　　　　した。

松橋会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、地区

　　　　幹事長谷川様、本日はよろしくお願いいた

　　　　します。

橋本会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、長谷

　　　　川地区幹事、ようこそいらっしゃいました。

中村会員 : 成田ガバナー、岩岡ガバナー補佐、長谷

　　　　川地区幹事、ようこそ八戸南クラブへ、今

　　　　日はよろしくお願いいたします。

《ロータリー財団委員会》吉田賢治委員長

　本日、西尾会長、熊谷副会長、清

川副幹事より寄付を頂戴しました。

ありがとうございました。今月初め

に黒田会員より大口寄付をいただい

ております。ありがとうございまし

た。皆さんもよろしくお願いいたし

ます。

《ご挨拶》ガバナー補佐岩岡様

　本日またガバナー公式訪問というこ

とでお邪魔させていただいておりま

す。前回お伺いしたときに熱海の災害

義援金としてお願いしておりましたと

ころ、本日もまたご協力いただけると

いうことで大変感謝しております。あ

りがとうございました。公式訪問は南

グループとして私２回目になりますが、各クラブへ

お伺いしている中で色々な取り組みがございます。

独自性ということで拝見しておりますと私自身大変

勉強になることが多かったので、今後どのように皆

さんのクラブへ活かせるか、もしくは参考になる話

ができるか、もう少し各クラブを訪問しながら、色々

な情報を集めながら、西尾会長の１年間、来年６月

までにお役に立てる情報をお伝えできればというこ

とで考えております。どうぞ皆さんもクラブの活性

化にご協力いただきながらロータリーを楽しんでい

ただければと思っております。本日はよろしくお願

いいたします。

《ご挨拶》地区幹事長谷川様

　今日初めて地区幹事として公式訪

問に同行させてもらって色々と勉強

になりました。どうもありがとうご

ざいます。



も誰かに声をかけてもらいロータリークラブに入会

して、今現在ここにいるわけですので、その恩返し

を含めて誰かを誘ってください。1 人が 1 人に声を

かける、もしかしたら入会してくれるかもしれませ

んし、無理かもしれません。でも、声をかけられた

ことは、かけられた本人がずっと覚えているはずで

す。今、入会できなくても何年か後に八戸南クラブ

の方を向いてくれるかもしれません、その時にお願

いして入会していただければなというように思って

おります。

　3 つ目のロータリー奉仕デー、世界ポリオデー、

今回はロータリー奉仕デーについてお願いできれば

と思っています。

　あと、新クラブの設立、これは会員増強を狙った

流れの中で作りやすいのは衛星クラブでしょうとか

というのを書かせていただきました。基本的には会

員増強ですよということです。

　ローターアクトクラブ、南クラブさんはローター

アクトクラブを提唱していませんが、今、6 クラブ

あります。6 クラブほとんどが会員がおりません。2

人、3 人の感じです。そこで会員増強をお願いした

いということです。

　デジタル化、これはマイロータリーの登録率 70％

と私は書いてありますが、南クラブさんは登録上は

87. 何パーセントという結果が出ています。そうす

るとあと何人かがまだ登録していないのかなと思っ

ていましたけれど、先ほどのクラブ協議会で 100％

大丈夫ですよということですので、忘れている方 1

人か 2 人いるはずですので是非登録していただけれ

ばと思っています。

　ロータリー賞、いわゆる会長賞というものですが

昨年の源新年度から自己申告方式になりました。こ

れについては会長賞がもらいやすくなっております、

自己申告ですのでどんどん申し込んでいただいて

ロータリー賞を獲得していただければと思っていま

す。

　ロータリー財団、150ドル、30ドル、米山、10,000円、

3,000 円、これはあくまでも目標です。寄付に関し

ては無理のない寄付でと思っております。ただ、目

標は目標として立てなければいけないので立てまし

たけれども、無理のない程度で寄付をお願いします。

ただ、支援金、さっきありました熱海の支援金とか

ですがこれはお互い様ですから、そちらだけはちょっ

とだけ無理していただければと思っています。

　国際平和資金、缶から資金、最近資金が少なくなっ

てきております、忘れずにお願いできればと思って

います。

　画面はロータリー奉仕デーについてです、この黄

色の部分、34地区のうち21地区に色を付けています。

6 月 20 日現在で 21 地区が活動に参加することが決

まっています。9 月 12 日に世界規模でやりましょう

ということで今現在は 29 地区になりました。34 の

うち 29 地区が参加表明をしています。我々の 2830

地区も参加表明しています、私たちはクラブ主体で

やらせていただくことになっています。ちなみに私

の所属している西第 1 グループには 7 クラブありま

す。全クラブでやることを決めました。日本海側の

海岸を 7 クラブで協力し合同でやることにしました。

世界的に一緒にやるのが 9 月 12 日ですが 9 月 12 日

でなければいけないということではございません。

うちは 10 月だよというのでも全然かまいません。こ

の言い出しっぺはどこかと言いますと 2820 地区で

す。茨城の地区が一番最初に企画しました。茨城地

区 55 クラブありますが全クラブ参加ということでや

られるみたいです。呼びかけられた同期のガバナー

が反応して一緒にやろうということで世界にも発信

しています。当然英語で参加表明をお願いしてこの

データを作った時点では 27 と書いてありますが今現

在 48 地区まできました。タイ、フィリピン、インド、

ネパール、アメリカ、ブラジル、フランス、当初は「海

岸保全プロジェクト」という形でしたがネパールと

かが賛同してきましてこちらは湖、川、山、道路、公園、

全て奉仕デーに値するものですから名前を変えまし

た。「地球環境保全プロジェクト」という名前で 9 月

12 日に世界規模でやりましょうというように変わり

ました。それと同時にフォトコンテストをやります、

皆さんのクラブにもメールでお知らせしていると思

いますが写真コンテストをやります。この写真コン

テストというのは若干洒落を聞かせた話です。どん

な写真かというと後世に残したい写真、活動した写

真とか活動した後の写真ではなくて自分がここだけ

は残したい、例えばここでは蕪島とか種差海岸、世

界遺産であろうが国定公園に指定されていようが全

然かまいません。あなたが思う後世に残したい写真

を１枚撮って送っていただければということでござ

います。それに賞金をかけました。写真の締め切り

は８月３１日迄にしまして９月１２日、世界奉仕デー

の時に茨城の大洗で発表します。これには RI 会長も

ネットで参加してきます。私の西第１地区には青池

というところがあります。こういうところの写真で

清掃したところの写真ではなくあなたが一生残した

い写真を送って下さい。グランプリで 1,000 ドルで

す。先ほど言いましたように子供さんであれ参加し

ようという人であればだれでも申し込むことが出来

ます。例えばネパールの子どもが写真を撮り送って

きました、グランプリ 1,000 ドル 11 万円です。高額

です。わたしたちにとっての 11 万円とは違います。

ネパールの子ども、インドの子ども、誰でも奉仕デー

に参加しようと思っている人は申し込みができます。

今現在各クラブからの申し込みで事務局は大変な思

いをしているそうです。まさかこんなに大げさにな

るとは思っていませんでした、ということでした。

添付された URL 多分もう事務局の方に届いていると

思いますので、写真が好きな方、是非申し込んでい

ただければなと、それと同時に奉仕活動、ロータリー

奉仕デー、どうせやるんだったら９月１２日にやっ

て参加表明していただければなと思っております。

　次に地区大会の PR をさせて頂きます。地区大会は

１０月１６日、１７日、本大会は１７日です。五所

川原でやります。１６日は RI 会長代理晩餐会、RI

会長代理をリクエストして来ていただける予定に

なって居りますので晩餐会をやります。是非参加し

ていただければと思います。２日目が本大会になり

ましてこちらも五所川原です。記念講演は一般公開、



に参加される方はフラワー観光さんの方から申し込

む形になりますが地区事務所を通して皆様に案内を

出したいと思っていました。６月５日の開会式に合

わせて青森を出発していきます。ヒューストンとの

時差は -１４時間になります、気温は６月に入って

も３４℃、最低が２３℃位なので、ここ２、３日前

の暑いという季節なんでしょうか、そんなところで

す。地区ナイトを開会式の日、６月５日の夜に行い

ます、会場についてはもうすでに予約を入れており

まして、５０人くらいの会場を確保していますので

後は行くだけです。是非皆さん、1人、2人、3人、嫌、

5 人、10 人と参加していただければなあと思ってい

ました。

　私の卓話はこれで終わりにさせて頂きます、本日

は皆さんにお会いできて心から感謝申し上げます。

もしかしたら会えないのかなと思いつつ来たら沢山

の参加をしていただきました。本日は誠にありがと

うございました。

《謝辞》西尾会長

　成田ガバナーありがとうございました。RI 会長の

お話と地区のお話、今日 1 日改めてクラブについて

いろいろ考える機会になりました。自分自身まだク

ラブに入って 6 年目ということですけれども、これ

までのクラブの歴史とかいろいろやってきた流れ、

奉仕活動とかを確認して素晴らしいクラブなんだと

いうことを改めて実感しております。今後ますます

活発に活動していけたらと思っています。地区大会

も古坂大魔王とリンゴ娘ということで家族で参加で

きたらいいなと思いながら、もっともっと色々な人

にロータリーの事について知ってもらいたいなと思

いました。本日はどうもありがとうございました。

講師に古坂大魔王を呼びます。古坂大魔王とピコ太

郎、一緒だと思ったら違いました。ギャラが違うの

で今回は古坂大魔王を呼んだということになります。

ピコ太郎やってよと言ったら、ピコ太郎は値段が違

うんだそうです。ということで今回は古坂大魔王を

呼びました。それと同時に懇親会もやります。懇親

会にはリンゴ娘をメインで呼びました。ここに ? が

ついていますがリンゴ娘 ? はですねリンゴ娘の王林

という子が全国レベルになりまして青森のプロダク

ションと東京のプロダクションに所属しており、契

約上東京の方が優先なんだそうです。東京の方に１ヵ

月前まで、１０月１７日に呼んでいますので９月１

７日までに東京のプロダクションの方に予定が入ら

なければ来ますということです。来るか来ないか分

からないままにしておくわけに参りませんのでライ

スボールというグループは来ます。リンゴ娘とライ

スボール、同じ事務所です。リンゴ娘が来ても来な

くてもライスボールは来ます。上手くいったらリン

ゴ娘とライスボールが来られるということになりま

す。是非皆さん地区大会に多数の参加をお待ちして

います。

　国際大会です、私の時はヒューストン、アメリカ

のヒューストンです。場所的にはアメリカの南の方、

メキシコに非常に近いところです。港町で南の方に

なりますので是非参加していただきたい、コマーシャ

ルの動画です ( 動画放映 ) ということです。今の動

画はマイロータリーからです、マイロータリーの登

録率が良いようですので、もし興味がありましたら

マイロータリーの方で又動画を楽しんでいただけた

らと思います。いつですかというと６月の４日～８

日ですけれども開会式があるのは６月５日だそうで

す。６月５日日曜日、ツアーを組んで行きます。ツアー
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