
《会長要件》西尾会長
　みなさん、こんにちは。10月30日（土）
に第 2830 地区インターアクト年次大
会が行われました。メイン会場はむつ
市、ZOOM とのハイブリッド形式で開催
されました。ホスト校は県立田名部高
校、提唱クラブはむつ中央ロータリー
クラブです。今年は、はじめての ZOOM

開催ということもあって、慣れない環境ではありま
したが、高校生のみなさんが新型コロナウイルス感
染症拡大の中でも行ってきた活動内容や、それぞれ
の地域の PR 自慢を行っていました。いろいろと工夫
して取り組んでいる様子を見て、若いな、がんばっ
ているな、と思って参加していました。コロナ禍と
あって、集まれない、交流できない、でも、工夫し
てやりとげた、そんな年次大会が終わったとき、感
動を覚えましたし、今後ぜひ参加したいなと思える
ものでした。
　また、自分の高校時代を思い出す、そんな時間で
もありました。これまであまり話したことはないの
ですが、高校時代、少林寺拳法部という部に入って
いまして、毎年全国大会に出場していました。少林
寺拳法部がある高校がそもそも多くはないのですが、
（調べたら青森県に６校、出身の埼玉県には１２校）
当時は、合同練習をしたり、合宿したりと他校の生
徒と交流することが多かったなと改めて思い出しま
した。コロナ禍で、部活動等の大会などが中止になっ
ているのを改めて、残念に思います。
　当クラブとしても昨年に引き続き、今年も韓国訪
問ができなかったわけですが、昨日、南浦項ロータ
リークラブの３９周年記念式典が開催され、事前に
お送りした当クラブからのメッセージ動画を見てい
ただくことができました。先ほど、南浦項ロータリー
クラブのイ・ドンギュンさんとお電話をしました。
大変喜んでいただけたようです。ここで、みなさん
にそのメッセージ動画をご覧いただきます。（メッ
セージ動画）
　本日の例会は、国際奉仕委員会担当例会となって
おります。来年こそは、みなさんで韓国に行きたい
です。

《本人誕生日》吉田賢治会員
　先週 11月 3日で満 60歳に
なりました。1961 年東京オ
リンピックの 3 年前に生まれ
まして、なんとかここまで頑
張ってこられました。特別赤
いちゃんちゃんこを着たりと
かはまだやってはいないの

ですが、ちょっとだけ青年会議所時代の仲間と一緒に
ちょっとした飲み会をやりました。無事之名馬ではな
いですが大病という大病はせずにここまでこれたの
で、これからも頑張って、皆さんのお力にちょっとで
もなれればと思いながら、ロータリー活動を頑張って
いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

《結婚記念日》

小原会員　　　　 　　 　米内会員

伊藤会員　　　　 　　 　西村会員
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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

《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 6 名を含む 20 名。出席率は 71.4％

です。

伊藤職業奉仕委員長
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が最適かなと私が思いまして、実は私もここで言う

のも何ですが 9 月に心筋梗塞を起こしまして日赤に

9 日間入院して、今はこのように元気に皆様の前に

立つことが出来ております。会長の職は非常に大変

だと思いますけれども、皆様の力をいただいて、こ

れから来年の 7 月に向けて準備を進めていきたいと

思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたしま

す。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長：大澤国際奉仕委員長、本日

　　　　よろしくお願いいたします。

慶徳幹事：大澤委員長、本日はよろし

　　　　くお願いします。

松田会員：本日は国際奉仕委員会担当

　　　　例会です。委員長よろしくお

　　　　願いいたします。

西村会員：大澤委員長よろしくお願いいたします。

吉田賢治会員：11 月 3 日で６０才になりました。こ

　　　　れからもよろしくお願いします。

結婚記念日：吉田賢治会員

配偶者誕生日：榊会員（１０月）

結婚記念日：小原会員、米内会員、

　　　　　　伊藤会員、西村会員

《青少年奉仕委員会》久保田委員長

　先程会長と幹事からお話がありまし

たけれどもインターアクトの年次大会

がズームで開催され私も参加しまし

た。この状況ですので各学校とも中々

外部に出てのボランテイァ活動という

のが十分できなかったようで、地域の

自慢話というか特色の発表というのが

印象に残りました。本来であればインターアクトの

メンバーたちが一堂に会して色々と発表するのがい

いのですけれども、事情が事情ですからやむを得な

かったのではないかというのが感想でございます。

　もう一点、八戸高校のインターアクトクラブは当

初ズームでの参加を予定していたのですが、急遽模

擬試験が入ったということで 3 日前に模擬試験があ

るので参加できないとの連絡があり、地区と連絡を

取ったという次第です。学校関係はかなりコロナの

感染等に対して、当然受験とか将来がかかっており

ますので慎重になっているなという感想でございま

した。担当の山口先生と色々お話したのですけれど

も、クリスマス会どうですかということに対して、

会食があるのでマスクを外すところには参加できま

せんということでした。新年はどうですかというこ

とに対しても同様ですということで残念ながら今回

は招聘することが出来ないということでございます。

おりを見計らって学校へ、会長共々参って支援金を

渡したい、その時には記念写真を撮りたいのでよろ

しくお願いしますということでした。以上ご報告申

し上げます。

《国際奉仕委員会》大澤委員長

　皆さんこんにちは、皆さんからよろしくお願いし

ますとニコニコを入れてもらいましたが時間を見た

《幹事報告》慶徳幹事

◦理事会報告

〇例会プログラム、12 月 2 日（木）

クラブ年次総会、12 月 9 日（木）任

意休会、12 月 16 日（木）会員増強委

員会担当例会で地区会員増強委員長の

今春淑様（十和田八甲ＲＣ）に卓話を

お願いしています。12 月 23 日（木）

クリスマス家族例会、18 時 30 分パークホテル、会

費は中学生以上 4,000 円ですが最終的には 12 月の理

事会で決定します。12 月 30 日（木）1 月 1 日元日の

週につき休会です。

〇会長エレクトについて、次年度私慶徳が会長エレ

クトを仰せつかっておりましたが家庭の事情により

会長職を全うするのが難しい状況になり、幹事予定

者の清川会員に会長エレクトを変わっていただき、

私が幹事になることを承認いただきました。幹事報

告の後に清川会員よりご挨拶をしていただきます。

〇地区事務所より 2022-23 年度地区委員推薦のお願

いが来ており当クラブからは大橋会員を推薦するこ

とにいたしました。

〇2024－25 年度地区ガバナー候補推薦のお願いが来

ておりましたが当クラブからは候補者なしというこ

とといたしました。

〇2 月 5 日に予定しているよろず相談について伊藤

職業奉仕委員長よりコロナ対策を踏まえて会場を商

工会議所からパークホテルに変更したいとの提案が

あり承認しました。

〇韓国語の翻訳をお願いしていた先生への謝礼につ

いて金銭では受け取っていただけないので菓子折り

でお礼することを承認しました。

◦地区事務所よりガバナーエレクト国際協議会出席壮

行会の案内が来ています、12月 18日（土）ホテル青森、

出席される方はワクチン 2 回接種済みの方にさせて

頂いております。とのことです。ズーム参加は登録

料無料です。出欠を回しています。

◦第 50 回ロータリー研究会記念講演会オンライン視

聴のお知らせが来ています。クラブにメール登録し

ている方には後程メールで、していない方にはＦＡ

Ｘで送ります。12 月 4 日（土）15 時からです。

◦ロータリー財団月間リソースの案内が届いていま

す。

◦聖ウルスラ学院より第 30 回聖ウルスラ杯北奥羽中

学校弁論大会後援へのお礼状が届いています。

◦橋本会員より第 16 回科学で遊ぼうｉｎラピアのお

知らせが皆様のレターボックスに入れてあります。

日時は 11 月 21 日（日）10 時から 16 時まで

◦今月のロータリーレートは 1ドル 114 円です。

《ご挨拶》清川会員

　指名委員会と本日の理事会で私の

我儘を汲んでいただき承認していた

だきました。ここにいる会員の皆様、

私で良ければ皆様の承認をいただけ

れば幸いです。（拍手にて承認）あり

がとうございます。こういう形にな

りましたのは、いろんなことが重な

りまして、次年度の幹事と会長の職が入れ替わる形



らあまり時間が無くなってしまいまし

たのでかいつまんでお話しいたしま

す。

　皆さんの所に各年度の南クラブと南

浦項クラブの会長のついたプリントが

ありますがこれにはいつ再調印が行わ

れたかということも記載してありま

す。それを見ながら聞いていただきたいと思います。

　南浦項クラブとの交流は、先ほどの西尾会長のメッ

セージにもありますが 36 年前から、1985 年から続

いています。先程の表を見ますと 11 代会長の神先生

の時に姉妹クラブの調印が行われています。1985 年

の 10 月に八戸で仮調印式が行われ、翌 1986 年の 4

月 18 日に本調印が行われ、それから途切れることな

く交流が続いています。

　皆さんに資料として配りましたデーリー東北の記

事は、私が定期的にエッセーを書いていて掲載され

ている欄ですが、この 2005 年というのは八戸南ロー

タリークラブの 30 周年の年でありまして、2005 年 4

月 16 日に記念式典、祝賀会を開催しています。その

時も南浦項ロータリークラブから 10 人ほど、会長を

初め会員の皆さんが参加をしてくださいました。こ

のエッセーの中にも書いてありますが「この 4 月に

創立 30 周年を迎えた。浦項の人たちもお祝いに駆け

つけてくれた。日韓関係が微妙な局面にさしかかっ

ている時だけに、容易な事ではなかっただろう。」と

いうのは例の竹島問題が起きて最初は奥様も入れて

20 数名参加する予定でしたけれども、問題が起きた

おかげで 1 人へり 2 人へり、奥様達が全滅して会員

も減って 10 人に、それでも 10 人も来ていただき有

難いなと思っています。

　当時はヨン様が絶大な人気を誇っていて、冬のソ

ナタという映画が大ヒットしたときです。ちょうど

ヨン様が日本に来た時私も東京に行っていて、ホテ

ルニュー大谷に泊まったのですが、周りに御婦人方

が山のようにいました。男だったら黒山の人だかり

というのでしょうが花畑のようなヨン様の追っかけ

をやっている人たちでした。また、ワールドカップ

の日韓共催も行われたころです。エッセーの中ほど

に「一昨年の 9 月、東京で催された奉仕団体の行事」

とありますがこれはディズニーリゾートで開催され

た日韓親善会議、10 年振りに開催されましたがこの

時の幹事が黒田先生、参加者は 1,000 人位、私も

フォーラムのパネリストをやりましたが、非常に盛

会で意義ある会だったと思います。黒田先生はそれ

を足掛かりにしまして、のちにＲＩの理事になられ

ました。

　このエッセーで私が言いたかったことは中ほどに

書いてありますが、「ある年配の韓国人の言葉を思い

出す。国際交流には、政府間、企業間、それ以外の

民間の 3 種類がある。政府間、企業間の交流は変わ

りやすい。やはり基本となるのは民間の交流だ。」と、

それが非常に印象に残っております。フォーラムの

中で 3 人の留学生のスピーチがあったわけですけれ

ども、20 代、30 代、40 代とそれぞれ考え方が違う

のだなと思いました。40 代の男性は「過去を無視し

て現在はない」、したがって歴史問題をかなり強く意

識している結果だと思いました。

　時間がないので私が初めて訪ねた時の事を恥をさ

らしながら話したいと思います。初めて訪問したの

は南浦項の 10 周年のときです。その時の会長さんは

もう亡くなっていますが、八戸南ロータリークラブ

の会長は田名部勇さんで初めて韓国語で挨拶をしま

した。もちろん定期的に勉強していて、韓国人の先

生から習ってて、韓国語の挨拶が始まったらし～ん

として、何とか終わったら割れんばかりの拍手で、

南浦項クラブの人たちも喜んでくれました。米内さ

んも韓国語で挨拶しましたし、今日も西尾会長が韓

国語で挨拶されまして、だんだんそれが定着してき

たのかとおもっています。

　初めて訪問したときは釜山の空港を起点として仙

台から釜山、帰りも釜山から仙台でした。帰りの晩

は釜山のコモドホテルに泊まりました。釜山という

と日本は目と鼻の先ですから日本のものが沢山入っ

てきます。中でも面白かったのは日本のカラオケで、

そこで調子に乗って飲みながら歌いながらやってい

て、周りを見たら残っていたのは赤穂さんと私だけ

でしたが、そこからまた盛り上がり、最後はベロン

ベロンになってエレベーターに乗って行先の階を押

そうとするのですが近づくとボタンが右へ左へと逃

げて押せません。いくらやってもボタンを押せない、

側では白人の男性がクスクスと笑っていました。翌

日目を覚ましたら、服は着たまま、靴は履いたまま

ベットの上に大の字になって寝ていました。そんな

メチャクチャな事も沢山やって来ました。お話した

いことは沢山ありますが今日は時間がないのでまた

の機会に色々と、伊藤さんの話もあるし、今は亡き

山田政信さんの八戸ナイトの話もありますが今日は

このくらいにしておきたいと思います。どうもあり

がとうございました。
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