
《ゲスト》

ＲＩＤ2830 南ループＡＧ

岩岡隆雄様（八戸東ＲＣ）

《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは、先週末、第

2830 地区、地区大会が行われました。

新型コロナウイルス感染症の影響も

あって、五所川原の会場と ZOOM での

ハイブリッド型での開催でした。地区

大会は地区内のロータリアンが一堂に

会し、情報交換したり、交流を深めた

りする場です。他クラブのロータリアンと顔を合わ

せ、交流を深め、友達になる絶好の機会なのですが、

みなさん、一緒に行きましょう！と声掛けすること

が難しい状況だったというのがとても残念でした。

インターネットを使って、パソコン画面を通じて、

話を聞く、様子を見る、地区大会の内容については

わかった。けれども、やはりなんだか、もの足りな

い思いをしました。さびしい気持ちになりました。

みなさんと一緒に道中、話をして、会場の雰囲気、

緊張感、ドキドキ感を感じて、ふう、終わったねぇ、

お疲れさまでした。っていう思い出が欲しいなぁと

思いました。来年は、むつ市での開催です。（2022

年10月2日）個人的には、下北半島の方へは、まだ行っ

たことがありませんので、来年みなさんと一緒にい

ける状況になるのを願っています。

　もうひとつ、地区大会の中で、源新直前ガバナー

より表彰がございましたので報告をいたします。八

戸南ロータリークラブとして、RI 表彰のロータリー

賞を受賞しました。奉仕活動優秀ロータリアンとし

て小原会員と吉田賢治会員が受賞されました。吉田

賢治会員には、急遽、会場に足を運んでいただきま

した。ありがとうございます。

《表彰伝達》

奉仕活動優秀ロータリアン　吉田賢治会員

《奉仕活動優秀ロータリアン》吉田賢治会員

　皆さんこんにちは、先週地区大会

に参加し源新直前ガバナーより表彰

をいただいてきました。ＲＩ会長代理

としてお出でになられていた羽部大

仁様から黒田元ＲＩ理事を輩出され

ている 2830 地区という挨拶があった

りして、うちのクラブの事だと思いな

がら誇らしい気持ちで参加してきました。自分も皆様

のお力でこういったものをいただいたわけですけれど

も、そのほかにも公共イメージの委員長さんの方から、

西尾会長初め吉田立盛会員とかが非常に頑張って

Facebook のアップをしてくれているとか、いろんな

方から南クラブさん頑張ってますね、というお話を頂

戴して、普段、会長・幹事を初め皆さん頑張っている

のが、たまたま参加したのが私一人しかいなかったも

のですから、そういうことをまわりの皆さんから聞い

てきました。是非来年は西尾会長がおっしゃったよう

にみんな揃ってむつでの地区大会に参加すれば、皆さ

んがいろんな方から声をかけて頂けるのではと感じて

帰って来ました。是非来年は皆さんと一緒に行きたい

と思います、ありがとうございました。

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）
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RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2020/

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は免除会

員 4 名を含む 19 名。出席率は 73.1％

です。
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ターが発生し、市内では飲食店も大変厳しい状況の

時だったこともあり、中々外へ出る機会もなかった

かと思いますが、ふたを開けてみたら地区大会直前

にはコロナの感染者が激減しておりましたので、こ

れ幸いと申しますか安心して懇親会が出来たのでは

ないかと思いました。私はその中で RI 会長代理歓迎

晩餐会、翌日の大懇親会と両方の宴席に参加させて

いただきましたが、どちらも中々ものすごいもので

ございました。何が凄かったかと申しますと、もち

ろんコロナ感染予防はしっかりとやっておりますが、

どちらも冒頭のご挨拶の中で、これだけの人数が集

まって懇親会ができるのは何か月ぶりだろうという

挨拶から始まったというのが思い出にあります。そ

れくらい五所川原でも盛大にというかアルコールを

入れてリアルに面談して盃を交わすというのは出来

ておらず、これだけ素晴らしいものかというのを感

じました。終わってしまってからですから、皆さん

には本当に申し訳ありませんという言葉になってし

まいますが、是非そういった意味でも来年の 2 月 19

日に南グループの IM を計画しております。計画して

おりますと言っても私のクラブも例会を二か月ほど

休んでいましたので実行委員会の組織がまだ出来上

がっておりません。12 月早々には各クラブに IM の

ご案内を差し上げなければならないと思っておりま

す。今のような状況であれば皆さんと一緒に IM の懇

親会もやれるのではないかと考えながら、やること

を前提として準備しながら、最悪第 6 波があったと

きはどうしようかと、リスクとして準備したいと思っ

ています。

　お話を戻します、先程の RI 表彰、これは八戸南様

宛の表彰、そして奉仕活動優秀ロータリアンお二方、

小原さん、吉田さん本当におめでとうございました。

こうして去年 1 年間の功労を称えるというのも地区

大会の役割ではあるかと思いますが、去年も中々コ

ロナで思うように活動ができなかった中で、クラブ

の中でどうやって会員同士の連絡を取るか苦労され

た、その部分がこうして表彰になったのではないか

と思っております。我々のクラブであればそこまで

考える人がいなかった、zoom で参加という考え方が

東ロータリーにはないので、集まるか休むかという

判断しかなかったのですが、そういった意味では南

クラブさん凄いなというふうに思っておりました。

本当におめでとうございました。

　フェスティバル、フェスティバルというイメージ

が私はあったので、先程西尾会長がおっしゃったよ

うに、いろんな交流の場であり、学ぶ場でもあり地

区大会の目的はいろいろとあるかと思いますが、実

際には去年クラブとして頑張っ頂いたクラブの功労、

そして個人の表彰をする、こういう中で今年度どれ

だけの活動をするチャンスがあったかなということ

を、当日改めて振り返ってみることを考えさせられ

ました。その中で何ができたかということになるか

と思いますが、同時に 9 月 12 日に計画をしておりま

したロータリー奉仕デーですね、これもご案内は各

クラブに出しておりますが実は私の書面は成田ガバ

ナーには出しておりません。実際に海難事故、船の

問題があって海岸清掃奉仕活動というのは我々が活

動しても PR、もしくは広報活動として取り上げられ

《幹事報告》慶徳幹事

◦南浦項 RC より連絡がございまして今

年の創立 39 年の記念式典は 11 月 10

日に行われるそうです。調印式の年度

になりますがその事を含めて連絡を取

りあうことにしています。

◦今週の土曜日 23 日の 11 時から蕪嶋

神社にて植樹の記念撮影を行います。

参加の締め切りは今日までとなっています。

◦むつ市大畑町風間浦村豪雨災害ご支援のお礼と報告

がむつRC会長、むつ中央RC会長名で届いております。

◦来週の例会は指名委員選挙例会です、できるだけた

くさんのご出席をお願いします。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長 : 岩岡ガバナー補佐ようこ

　　　　そいらっしゃいました。地

　　　　区大会お疲れさまでした。

慶徳幹事 : 岩岡ガバナー補佐ようこ

　　　　そ。

石橋会員 : 前年度皆様の御協力によ

　　　　りロータリー賞をいただき

　　　　ました。ありがとうございました。吉田賢

　　　　治さん、小原隆平さん、優秀ロータリアン

　　　　おめでとうございます。

清川会員 : 吉田賢治さん地区大会参加ありがとうご

　　　　ざいました。また、小原会員との奉仕活動

　　　　優秀ロータリアン受賞おめでとうございま

　　　　す。

橋本会員 :岩岡様、ようこそおいで下さいました。

《国際奉仕委員会》大澤委員長

　本日、長嶺会員、慶徳会員より米

山奨学会へ寄付を頂戴しました。あ

りがとうございました。長嶺会員は

これで第 7 回目の米山功労者という

ことになります。

《ロータリ―財団委員会》吉田賢治委員長

　財団とポリオプラス併せて 500 ドル

石橋会員より寄付をいただいておりま

す。ありがとうございました。

《ゲストスピーチ》

南グループ AG 岩岡隆雄様

　皆さんこんにちは、今日は地区大会

参加のお礼にお伺いする予定で、今朝

西尾会長に例会参加の連絡をしたとこ

ろ、地区大会の報告例会になっている

のでお話をしてくださいとの事でした

ので、確認したところ参加されたのは

先程お話された吉田会員お一人で

ちょっと寂しかったなという感はありました。実は

今回登録人数は南グループ全体で 27 名、実際に参加

された方はこの半分以下でした。受付参加申し込み

をしている最中が、ちょうど八戸でコロナのクラス



に判断をゆだねるというお願いをした次第です。同

時にいくつかのクラブから問い合わせもいただいて

おりましたので、いつやるのかと言いますと、年明

けの 5 月をメインにいくつかの案を考えております。

同じように清掃活動の中で海岸をもう一回やりたい、

もう一つはまだ私の私案の段階ですので文章として

記事にしていただくのは問題があるのですが〇〇〇

〇というようなことを考えています。そういった中

で年明けには色々とお願いをしたり、一緒に何か考

えることが出来たらなと感じております。

　話が行ったり来たりで申し訳ありません。地区大

会の話に戻ります。今回は 16 日の土曜日、17 日の

日曜日の 2 日間で行われております。土曜日の 13 時

半から各種委員会ということでガバナーとパストガ

バナー、各地区のガバナー補佐での委員会がありま

した。登録委員会、信任状委員会、決議委員会です。

私は信任状委員会に出席したのですがどういうもの

なのかというのを初めて経験しました。ガバナー補

佐を初めてやるわけで勉強中ですので大先輩の方々

がいらっしゃる中で私が話しているのは、今現在勉

強中の身だと言うことをご理解いただきながら聞い

ていただければと思います。信任状委員会というの

は何か採決の必要があったときに各クラブの会長さ

んからの票を取りまとめてその票によって多数決で

決める、そのための準備の人数確認になります。こ

れはクラブの会員数によって投票する票の数が違っ

てきます。クラブの人数が多ければ 1 クラブ当たり

3 名というクラブもあるし 2 名というクラブもあり、

会員が少ないクラブは 1 名という所もあります。一

番多いのは青森 RC さんで 90 名の会員で選挙人数は

4 人です。南グループで言うと八戸 RC さんが 61 名

で選挙人数が 2 名になっていて総勢 51 名の選挙人の

数を確認したのが私の委員会でしたが、特に票を取

りまとめるような議案がありませんでしたので 30 分

間の委員会で無事に終わりました。14 時以降は業務

報告になります。ここは zoom で各会長、幹事さんも

参加されているので西尾会長も出席されていると思

います。前年度の決算報告、登録委員会の報告、信

任状委員会の報告、大会決議案の評決ということが

あります。実は大会決議案というのは各クラブで会

員さん宛にお渡しするようになっているようなので

すが、私自身も自分のクラブで見ていて、おやっと

いうことがあったのでご紹介したいと思います。

　大会決議は全部で 10 項目あります。その中で気に

なったところをご紹介すると決議第 1 号、「国際ロー

タリー会長シェカール・メーター氏提唱の本年度の

テーマに協力する件」これはどういうことかと言う

と目的に従いテーマへの敬意を表すると共に例会時

に会員一同テーマを確認することを決議しますとあ

ります。他のクラブへお邪魔したときに、会長が点

鐘する前に今年度のテーマを唱和して点鐘している

クラブがございました。私のクラブも実はこれをやっ

ていません。確認することと言っていますから、唱

和しろとは言っていませんので、色々な方法がある

かとは思いますが私としては南グループのクラブを

訪問したときに、そういえば点鐘の時に唱和してい

るクラブがあったなということを思い出してこの点

に関してしまったなという思いからアンダーライン

を引いております。明日私共のクラブの例会がある

ので、そこでまた私が報告する必要があるので今日

は予行演習的にはなってしまいますがこの話はしな

ければならないなと思っています。それ以外にはほ

とんどの項目は決まっております、例えば決議第 2

号というのは「国際ロータリー第 2830 地区成田秀治

ガバナー提唱の本年度地区スローガン推進の件」決

議第 3 号というのは「国際ロータリー会長代理派遣

に対する感謝の件」第 4 号は「国際ロータリー会長

代理羽部大仁氏に対する感謝の件」決議 5 号は「国

際ロータリー第 2830 地区直前ガバナー源新和彦ご夫

妻に対する感謝の件」6 号は「2020-21 年度国際ロー

タリー第２８３０地区の財務監査報告書採択の件」7

号は「国際大会参加推進の件」8 号は「地区大会開

催地の五所川原市並びに五所川原市民に対し感謝の

意を表する件」9 号は「本大会のホスト、コ・ホス

トクラブ並びに関係諸団体に対して謝意を表する件」

10 号は「次年度地区大会開催に関する件」でこれが

大会決議になって居ります。実際に今回の運営に携

わったクラブは五所川原イヴニングクラブです。出

来て 5 年くらいの浅い歴史のクラブですが会員数は

57 名でその方々がメインになって動かれておられた

ようです。自分たちの時にはどうすればよいかと振

り返りながら感じて参りました。

　会長・幹事会が終わりますとほとんどが次年度の

報告で夕方にはＲＩ会長代理羽部大仁様をお迎えし

ての歓迎晩餐会ということでございました。1 テー

ブル当たり 4 人位ですけれども、開会は 18 時で挨拶

が 30 分くらい 19 時 30 分中締めでしたので食事の時

間はどれくらいあったのかなとゆうくらいの早さで

した。

　翌日曜日ですがセレモニーが前半にございますの

で、地元の五所川原市長、つがる市長の挨拶、三村

知事からはビデオメッセージという形で歓迎のお祝

いをいただきながらホストクラブ会長の挨拶でス

タートしました。流れとしては開会の後土曜日に決

まったことの委員会報告、11 時 30 分からは大事な

ＲＩ会長代理羽部大仁様からの現況報告がありまし

たが、この時の写真を撮っていたデータを今日は忘

れてきてしまいました。感じたことをお伝えします

と、この方はお寺の住職だった方で今は東本願寺の

役員をやられており、仏教に照らしたロータリーの

お話をしてくださり、分かりやすくジョークも交え

ながらで皆様には好評だったのではないかとおもい

ました。午後からは地区活動報告、表彰に続いて特

別記念講演、講師は古坂大魔王でピコ太郎をプロ

ディースしています。同一人物というのは皆さんご

存知とは思いますが、慎重に聞いたつもりでしたが

何を伝えたかったのか私には理解が足りなかったよ

うな気がしています。ヒューストン国際大会の案内、

次期地区大会案内、ＲＩ会長代理謝辞、成田ガバナー

謝辞と続いて最後に大懇親会でした。アトラクショ

ンにはりんご娘が 3 人と同じユニットのライスボー

ルというグループが来て 5 人で 1 ステージやってい

ただきました。実は来年のＩＭでは、りんご娘をプ

ロデュースしたリンゴミュージックの社長にお話を



なければならないのかという所を、来年の 2 月にお

話を聞いていただければということで、地域を思う

思いを存分にお話していただきたいと考えておりま

した。

　大事な所を伝えずに余計な話ばかりしてしまい時

間になりました。簡単ですが地区大会の報告と私の

方からのお願いでした。又改めてＩＭのお願いに上

がりますのでその時はぜひご参加よろしくお願い致

します。本日はありがとうございました。

していただく予定です。りんご娘の歌を聴くための

ＩＭではなくてりんご娘のプロデュースがなぜ必要

だったのか、会社を設立して 21 年目くらいになるは

ずです。その20年間の中でどんな思いで立ち上げて、

今日本の中でも王林ちゃんが 1 人メジャーデビュー

しているわけですが、色々な流れの中で王林ちゃん

はＡＫＢ48 をプロデュースしている秋元康さんの

オーディションにも受かっているのだそうですが、

あえてそれをお断りしてリンゴ娘のユニットの中で

頑張っているそうで、その部分、なぜ青森で頑張ら
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