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第 2181回例会

進行：神山智子副幹事
・ＲＩテーマ
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・ロータリーソング
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◎２０１４−１５年度地区大会記録紙の誤記についてのお
詫びと訂正

親睦委員会報告

小林弘文会員
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医 斎藤昌子会員：１７日は皆様に沢山の御心遣いを 医
会長要件
久保隆明会長
医 頂き感謝申し上げます。本日例会は残務整理 医
医 の為残念ですが欠席で、２６日に御挨拶させて 医
先週の土曜日に知床会にご参加された方、また日
医 頂きます。
医
曜日には地区協議会、葉昌栄さんの八戸市文化賞受
医
医
賞祝賀会と、ロータリーとして参加する行事がたく
医
医
さんありまして皆さんお疲れのところだと思います。 医 米山記念奨学会
医
今日の後半は次期会長・幹事からの地区協議会の報
神山智子会員：
医 大沼 衛会員：
医
告がありますので、そちらを聞いて来年の勉強をし
医 大石 源会員：
医
医
医
たいと思っています。
医
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私は葉昌栄さんの祝賀会に出席させて頂きました。
ポリオ・プラス
医
医
宴会の前の踊りくらいしか見たことがなかったので
神山智子会員：
大石 源会員：
医
医
すが、今回受賞されたということで一つの物語を１５
井違違違違違違違違違違違違違違違違違違違亥
分から２０分くらい見せて頂いて、初めてきちんとし
た踊りを見て素晴らしいな、素敵だなと思いました。
葉昌栄さんの祝賀会にはクラブから８人でお祝いに
行きましたので、ご報告させて頂きます。
話は少し変わりますが、会場のパークホテルまで
歩いて行きましたが、駐車場の方へ半分くらい折れ
ている木を見つけました。それを見て、空き家条例
が八戸市でも出来まして、土地の固定資産税の軽減
のために建てたままにしている建物がありますが、
そういう建物や木や壁など、法的には工作物といい
ますが崩れて誰かに怪我をさせた場合は所有者への
責任が無過失責任となり、例えば台風で折れて怪我
をさせた場合は不可抗力だという言い訳はできませ
ん。よく弁護士さんは別荘を持たないと言いますが、
別荘の塀が崩れて誰かに怪我をさせた場合も所有者
の責任となりますので、空き家の管理をしっかりさ
れておいた方がいいと思います。以上です。

幹事報告

小金平育男幹事
◎ネパール地震被害への災害救援基金のお願い
一人１,
０００円となっています。送金、集金について
理事会で決めさせて頂きます。

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率
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地区協議会報告
横町芳隆次期会長
今回、中山次期幹事と２人で行ってきました。源
新さんは講師として参加されていました。私からは
感想だけお話して詳しいことは中山次期幹事からお
願いします。
会場は元青森市民ホールのリンクモア平安閣市民
ホールでした。駅の近くで、地区大会９月５，
６日も
そこで行われます。全体で３００人くらい本会議に出席
してお昼の後は２
００人くらいが残って懇親会に行き
ました。会議では工藤武重先生からのお話や、関場
パストガバナーのポリオのお話では２８３０地区のポリ
オ活動について規模は小さいが力はトップレベルだ
と聞いて「よしやるぞ。」と思ってきました。
次期会長幹事が集まって懇親会がありました。私は
ロータリーに入って１０年目ですが、同じテーブルに３０
年くらい方もいれば、去年入った方、３年前に入った方
など、その中では私は平均なのかなと思いました。
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会議では工藤武重ガバナーから、ガバナーデジグ
ネートが十和田ＲＣの佐々木千佳子さんに決まりました、
という報告がありました。皆さんはロータリーの三大義
務を知っていますか？ 会費を払うこと、例会参加、
ロータリーの友を読むことの３つだそうです。
工藤ガバナーの講演では、八戸の岩渕先生という開
業医の方がポリオに深く関わったと紹介がありました。
昭和３２年頃に日本でポリオが流行し、昭和３４年八戸で
も大流行しました。当時ワクチンが足りない中でアメリ
カからは貰えない、そんな中、ソ連ならワクチンがある
ということを聞いた岩渕先生がソ連に問合せ２ヶ月で
届くといった所で、アメリカが慌てて自分達から出すと
なり、ワクチンが広がったそうです。岩渕先生がそのよ
うに深く関わったとあって、我々も深く関わっていこうと
思いました。ロータリーでは２
０１８年を目標にポリオ撲
滅まであと一歩として力を入れています。私もぜひ頑
張って協力できればと思っています。
中山恵美子次期幹事
横町さんのお話に若干補足をさせて頂きたいと思
います。
２０１５１６年度のＲＩテーマは「Beagi
f
tt
ot
hewor
l
d
“世界へのプレゼントになろう”」、自分自身がプレゼン
トとして世界に提供しようということでした。国際ロー
タリーの第一の課題はポリオ撲滅です。インドのポリオ
撲滅は９９％と言われていましたが、最近一人ポリオを
発症したそうです。インドはよくても周りの危険な地域
ではまだ難しい問題だとお話していました。
話は変わり今年の４月１日からロータリアンに対して
特典カードが発行されるようです。全会員に発行され世
界各国で定評のあるサービスや施設、組織から割引特
典が受けられるシステムができるというお話でした。
以前も申し上げましたが、国内全地区が対策に躍起
になっている物の一つにWe
bサイトの対応があります。
山崎リーダーが大変熱心に説明し、どの地区において
も早急に対策して下さいということです。今後ロータ
リーの情報がペーパーではなく全てWe
bサイトでのや
り取りになり、更にクラブや地区が紙に記入して報告す
る代わりにロータリーのデータベースに入力していか
なければならない、各自がＷｅｂサイト、Ｍｙロータリー
の利用ができるようにしてくださいということでした。
鈴木エレクトの希望で、各地域の会員５
０％以上の登録
を目指すということです。
源新さんの提案で、まずは全
員のアドレスを一旦登録していつでも使える体制にで
きればいいのではないかとお話をされていました。ご
自分でできる方はいいのですが、苦手な方に対しては
お手伝いも出来るのではと思っております。横町さん
は大会の時の資料をその場でＭｙロータリーに登録し
ていました。その場で住所や名前を入れたりパスワー
ドを入れて全部登録しました。私は今日の午前中に
やってきました。一回やってみるとさほど難しくないの
で、Ｍｙロータリーで情報を見られるようになると知ら
ないことも自分で調べられるようになると思っています。
出来る方からＭｙロータリーに登録して頂きたいとお
話がありました。
地区テーマと地区目標ですが、工藤ガバナーの時
は「Li
ghtupRot
ar
y
“ロータリーに輝きを”
」、地区テー
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マは「Che
e
rupr
ot
ar
y」でした。
鈴木ガバナーの時は
「Mi
r
ac
l
e１２０
０agai
n」で会員増強を大事に考えている
ということでした。会員数が増えなければ予算的にも
地区の活性化は達成されません。当地区ではここ数年
会員増加に力を入れてまいりました。３年前の規定審
議会で決定された１地区会員数最低１
１００はクリアさ
れています。
今現在は１１５０名程度の人数ですが、ぜひ
とも１２００を達成したいという強い思いを持っていらっ
しゃいます。２０１６年の１月１日までに達成するために
会員増強委員のメンバーを先頭にして皆さんにはあら
ゆる努力をして頂きたい、多くの地区で目標にしてい
る１クラブ５％の純増を約束してほしいというお話で
した。
当クラブなら２人入ると目標が達成されます。
以前からテレビＣＭでロータリーを取り上げていると
皆さんはご存知だと思いますが、公共イメージ向上の
ために現在放送されているテレビでのロータリー放送
をもう少しの間続けることになったそうです。
講演の中で関場さんがスライドを使って説明した時
に、八戸でポリオが発生した昭和３４年当時のデーリー
東北の記事が出てびっくりしました。私の生まれる前に
大発生して岩渕さんという方が尽力されたということ
に驚き、実はこの地元でもあったとお話を通じてポリオ
に対しての認識も変わったように感じます。
今回北ロータリーからは４名だけの出席でしたが、
他のクラブも意外と少なくて次の参加ではもっと多
くの方と参加したいと思いました。

青少年奉仕委員会

川﨑益美会員
全国青少年交換研究会第２
０回大会が静岡市であり、
今度派遣する生徒と六ヶ所高校の生徒とハーリーを
連れて行って参りました。ロータリアンが全国から１５０
名、交換留学生が８
０名くらい集まって問題の討議をし、
色々な問題があると改めて認識しました。特にその大
会で感じたのは、帰国学生が留学時の心構えなどを親
身になって教えてくれて、聞いて肌で感じたと後から
伝えられて、連れて来てよかったなと思うことがありま
した。ハーリーも自分の日本語レベルが他県に来てい
る留学生と格差があって刺激になったそうですし、同
じ境遇の留学生同士で交流できた事がすごく嬉しいと
言っていました。せっかく行った訳ですから東京に一泊
して浅草とスカイツリーを見てきました。その後東京
ディズニーランドにも連れていって夕方帰って参りまし
てヘトヘトになっていると思います。
話は変わりますが、ハーリーの送別会を含めた歓送
会を企画しております。６月１
４日プラザホテル グレー
スホールで１２：３０〜１４：３０までの予定です。その時に
ガバナーが来られます。会費は無料ですが会員はお
弁当代１５００円程度を実費で負担して頂ければと思い
ます。ホストファミリーや先生方など会員以外の方は地
区の予算で対応したいと思っておりますので、ご理解
お願いいたします。
ぜひ参加して頂きたいと思います。
今派遣している寺澤花恋さんは７月２８日に帰って
来る予定です。ハーリーは６月２３日に三沢空港をか
ら帰ることになっております。
点鐘

