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　八戸の桜の開花予想は₄月14日㈬。もう₂
週間もすれば、桜の花が咲いてきます。去年
の開花はいつだったか、記憶のある方はい
らっしゃいますか。私は手帳に書いています。
この手帳には30代からずっといろいろなこと
を書いてきました。自分にとっては役に立つ
のですが、皆さんからすれば役に立たない手
帳です。秘密の部分は暗号で書いていますが、
その暗号が解けなくなって苦慮しています。
　この手帳は世の中を変えた手帳です。複製
品ですが、いろいろな鉛筆書きのメモがあり
ます。宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の手帳で
す。賢治は1933年₉月21日に亡くなりました
が、弟の清六さんがトランクの内ポケットか
ら偶然手帳を見つけ、そこに「雨ニモマケ
ズ」が書いてあった。書かれたのは実家で闘
病中の1931年11月₃日です。
　ロータリアンであれば「四つのテスト」は
誰でも知っていますが、日本人であればどこ
かで「雨ニモマケズ」に触れ、心のどこかに
残っているかと思います。全文まできちんと
覚えている方は少ないと思いますので、₂分

だけ時間を頂いて朗読します。（詩を朗読）
　これにはタイトルがないので、おそらく詩
として書いたのではない。この年の₉月に遺
書を₂通書いています。とらえ方によっては
深い深い意味があるような感じがします。い
つかどこかで「雨ニモマケズ」に触れたとき
には自分を顧みながら、世の中がどうあれば
いいのかを考えてもらえればと思い、ご紹介
しました。

〇₄月の予定をお知らせします。
◦₇日㈬は名誉会員小林眞市長の卓話です。
新美術館のコンセプト等をお話しいただきま
す。入退場の際は拍手をお願いします。
◦14日㈬は福島哲男さんの会員卓話です。
◦17日㈯は地区大会が八戸市公会堂で開催さ
れます。南グループ八戸北ロータリークラブ
主催ですので、参加をご検討ください。
◦18日㈰は地区大会記念講演会で、講師は教
育評論家の尾木直樹さん。500人限定で、整
理券を配布します。一般公開され、１枚の整
理券で₂人までの入場が可能です。申し込み
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の案内は事務局山田さんまで。
・21日㈬は地区大会報告と廣田先生による
「ロータリーの友」₄月号の紹介です。
・28日㈬はお花見例会でしたが、理事会で意
見が一致しませんでしたので、昼例会に変更
します。
〇昨日までの新型コロナウイルス入院患者数
は市民病院₂人、宿泊療養施設₉人。当院に
は本日₄人が入院しました。少しぶり返して
いるようですので、引き続きご注意のほどを
お願い申し上げます。

親睦・会場委員会　　　　　岡崎孝文委員長
〇ニコニコボックスの報告
◦奥様誕生祝　夏堀礼二・橋本八右衛門
　　　　　　　山村和芳さん
◦結婚記念日　金入忠清さん
村上壽治さん　happy�（結婚記念日）
地代所久恭さん　（結婚記念日）
道尻誠助さん　田部さん、オンラインでの
　　　　　　　「ロータリーの友」₃月号紹
　　　　　　　介、よろしくお願いします。
築舘智大さん　ワクチンの予約票が届きまし
　　　　　　　た。頑張って打つぞ！と気合
　　　　　　　を入れたら、よくよく見ると
　　　　　　　うちの犬の予防接種でした。
佐々木泰宏さん　水曜会、無事発足しました。
熊谷清一・福井哲郎　　�
　　　　　　　　　　　�ニコニコデー
小林幹夫・山田慶次さん�

水曜会　　　　　　　　　　松本剛典幹事長
　　　　　　　　３月25日㈭に第１回八戸
　　　　　　　ロータリークラブゴルフ部
　　　　　　　「水曜会」の発足総会が行わ
　　　　　　　れました。議事も滞りなく、
　　　　　　　全てご承認いただきました。
　　　　　　　₅月₃週目の日曜から第１回
ゴルフコンペがスタートし、年₄回の開催と
なります。これからいいシーズンになってい
くと思いますので、皆さん体調を整えていた
だいて、ぜひともご出席いいただければと思

います。よろしくお願いします。

DTTS＆ PETS出席報告

小井田和哉会長エレクト
　　　　　　　　₃月14日㈰に地区研修セミ
　　　　　　　ナー(DTTS)と会長エレクト
　　　　　　　研修セミナー(PETS)が同時
　　　　　　　に行われましたので、報告を
　　　　　　　させていただきます。二つを
一緒に１日で終わらせるということで、10時
半から17時10分まで、昼食を除いて₆時間弱
という短いセミナーでした。当クラブから
は私と築舘デジグネートの₂名、Zoomで深
澤隆次年度幹事、次年度地区委員の正部家さ
ん、橋本八右衛門さん、村井パストガバナー
が参加されました。
　RI会長の次年度テーマと地区のスローガ
ン、地区活動予定を中心にご報告します。
　2021−22年度RI会長はインドのカルカッ
タ・マハナガルRCのシェカール・メータさ
んです。奉仕に重点を置いている方で、「超
我の奉仕」というロータリーの標語に感銘を
受け、いろいろと自分で奉仕をしている中で
他の人のために生き、世話をし、奉仕するこ
とで誰かの人生を豊かにすることが自分の人生
の最高の生き方であるとお話しされています。
　次年度のRIのテーマは「Serve  t o 
Change Lives.／奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために」です。奉仕活動をよりイ
ンパクトのあるものにするため、RIの会員
数130万人を目指したい。１人が１人誰かを
入会させるということを目標にしてほしいと
訴えています。もう一つ、会員を増やすため
にはロータリーの公共イメージをよくするこ
とが必要。公共イメージ向上と会員増強のた
め、「ロータリー奉仕デー」をつくって各ク
ラブで実施してほしいということです。これ
を実現するためにもっと行動し、もっと成長
してほしいと強調されています。「もっと行
動し」とはより大きなインパクトをもたらす
奉仕プロジェクトを意味し、「もっと成長す
る」は会員を増やして参加者の基盤を広げる

委　員　会　報　告
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ことを意味します。また、次年度の目標の一
つとして女性の潜在能力を引き出して活躍の
場を提供することにも力を入れていく。今、
よく言われている多様性という意味になるか
と思います。
　そういったRIのテーマを基に、地区の成
田ガバナーエレクトから発表された地区スロー
ガンは「Let’s Enjoy Rotary Life.／ロータ
リーライフを楽しもう」です。結構直球で来
たのかなと思っています。奉仕するにも、誰
かの人生を豊かにするにも、自分の人生を豊
かにするにも、会員を増やし参加者の基盤を
広げるにしても、まずは自分自身でロータ
リーを楽しまなければ全てが始まりません。
エレクトからは会員増強についても併せて話
がありました。
　このテーマに則った地区目標は大きく九つ
あります。
①公共イメージの向上：テレビCMやSNS
を使った発信。
②退会防止と会員増強：１人が１人に声をか
ける。RI会長の話にもあった１人が１人を
入会させることを目標にしてほしい。
③ロータリー奉仕デー：世界ポリオデーのイ
ベントを実施してほしい。
④クラブの設立：衛星クラブ、ハイブリット
クラブ、活動分野に基づくクラブ。
⑤ローターアクトクラブ（現在₆クラブ）会
員の増強。
⑥デジタル化への対応：マイロータリーの登
録率を70％に上げる。
⑦ロータリー賞への挑戦：10クラブ以上。
⑧財団寄付：年次基金を1人150㌦、ポリオプ
ラス1人30㌦以上。寄付ゼロのクラブがない
ようにしたい。
⑨米山記念奨学会への寄付：特別寄付を１人
１万円、普通寄付を１人3,000円以上。こち
らも寄付ゼロがないように。
　ロータリー奉仕デーについてお話します。
ロータリーデーは今までもあり、₂月23日の
ロータリー創立記念日に合わせてイベントを
行っていました。ロータリー奉仕デーは特に
日にちは決まっていないようです。より大き

なインパクトをもたらすため、ロータリーの
重点分野に該当する地域社会の課題について
ロータリー内外のボランティアが一緒に取り
組む参加型奉仕活動です。奉仕を通じて入会
候補者をクラブに紹介する目的もあります。
ロータリー奉仕デーを各クラブで最低１回は
行ってほしいという要望が来ています。理事
会でどういう形でやるのかを検討し、皆さん
にご報告したいと思います。
　公共イメージの向上については、各クラブ
に奉仕活動の写真を地区に送ってほしいとの
要請が来ています。₇月になってからテレビ
CMを流す予定で、各クラブの写真がパラパ
ラと映るような形の短いCMを何回か放映す
る予定だそうです。
　会員増強については地区で1,200人を目指
そうという話が以前からありますが、再びミ
ラクル1,200という合言葉を掲げました。こ
こ数年は1,200人以上になったことがないと
いうことで、ぜひ1,200人の会員を目指した
いということです。そのために全クラブで純
増85名、クラブの人数によって目標が分かれ
ています。八戸クラブは一番多いところで51
名以上というクラブに当たり、純増₄名とい
う目標です。
　その他いろいろ話がありましたが、やはり
RIテーマ「Serve to Change Lives.／奉仕し
よう　みんなの人生を豊かにするために」、
地区スローガン「Let’ｓ Enjoy Rotary Life.
／ロータリーライフを楽しもう」のため、公
共イメージを向上して会員を増やしていこう
というのが一番のポイントだったと思います。

田部久貴さん（リモート報告）
　　　　　　　　　　　　₃月はロータリー
　　　　　　　　　　　の「水と衛生月間」
　　　　　　　　　　　です。いまだに汚　
　　　　　　　　　　　染水によって世界で
　　　　　　　　　　　3,000人以上の子ども
が命を落としています。ロータリーは2030年
に全ての人が安全な水と衛生施設を利用でき

「ロータリーの友」₃月号紹介



るようにすると目標に掲げています。ちなみ
に１人に安全な水を提供するのに必要なコス
トは24㌦です。
「特集　安全できれいな水を考える」（７～
11P）　日本のロータリアンの水に関する取
り組みを紹介しています。最初は神奈川湘南
RCの水がめ探検隊の話。10年以上交流のあ
る児童養護施設の方々と一緒に神奈川の水に
ついて学ぶ、地域の自然を体験してもらうた
め宮ケ瀬ダムの見学を行ったという記事です。
これまで13年間の支援を続けています。コロ
ナでこの児童養護施設の子どもたちが外に出
られないことが多くなっているため、中古の
ピアノをプレゼントし、ロータリアンの中に
音楽家がたくさんいるので、これからは音楽の
交流をしていくとのことです。私も今、ロー
ターアクト委員長として小菊荘の子どもたち
に勉強を教えていますが、将来小菊荘ともこ
ういうつながりになればいいなと思いました。
　沼津柿田川RCの活動。清掃活動を通じて
柿田川の自然を守るということで外来種の駆
除や川の清掃を行っています。私は前に沼津
支店に勤務していて、本当に水がおいしいで
す。ネットで柿田川湧水を検索していただく
と、富士山から70㌔くらい離れている所から
ろ過された水が湧き出ている神秘的な映像の
動画が出てきます。
「RI会長メッセージ」（₃P）　今年行う₃
回のRI会長主催会議でローターアクターを
重点的に取り上げるという話がありました。
先日ローターアクトについて発表させていた
だきました、年齢制限を撤廃する、二重会員
が認められるということで、ローターアク
ターからロータリアンにつなげていくことが
触れられています。その中でロータリアンは

ローターアクターにとってメンターやパート
ナーであり、ローターアクターは新しい発
想や技術をロータリアンに示す。この関係は
ローターアクターを将来ロータリアンにして
いくことにつながる、とあります。
「特集　アイデアでコロナ禍を乗り切る！
ローターアクター」（14～17P）　SNSや
You Tubeなどを使った活動が掲載されてい
ます。静岡RACの方は昨年、地区年次大
会で八戸に来られています。国際協議会に参
加した日本人₄人の中の１人で、以前にも
「ロータリーの友」にも出るなと精力的に活
動しているRACです。コロナ禍で活動でき
ずに余ったお金を活用し、クラブ旗やバッジな
どを公式ロゴに変えたという話がありました。
八戸RACでも確認してみようと思います。
　奈良RACは若者らしい取り組みで、ポリ
オのＴシャツを着て観光地や街中を走った動
画をYou Tubeに上げた。ここは八戸クラブ
と同じ₆人くらいの人数です。動画は2,000
回以上再生されており、若者らしく、かつ地
域につながる発想でやっている。非常に参考
になる内容でした。
「東日本大震災から10年　今、思うこと」
（22～29P）　山田RCの方は震災直後で一
番援助としてありがたかったのは現金だった
と話しています。現物をもらってもその地域
によってニーズが異なることがある。現物を
持ってきて配ってくださいと言われても、被
災している側なのでなかなか窓口になるのも
難しく、現金が一番助かったというのが意外
でした。被災地で物を購入してもらって支援
してもらえると、二重の支援になるというこ
とで、その仕組みづくりを考えるというのが
参考になりました。
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第₃₁₈₂回例会（₃月₃₁日） 第₃₁₈₀回例会（₃月₁₇日）

出　席　率　　　　　　　　₇₄.₆％ 出　席　率 　　₆₈.₉％ 修　正 ₇₅.₄％出席率

総 会 員 数　 　　₆₀名 出席数
₄₄名 総 会 員 数　　　　₆₂名 メークアップ ₄名した人数

出席義務会員
₅₉名

出席免除会員
１名

欠席数
１₅名

出席義務会員
₆１名

出席免除会員
１名 欠 席 数  　₁₅名

出　　席　　報　　告
出席委員会

寄　付　報　告
国際奉仕委員会

₃月₃１日現在

財団寄付額　￥₃₉₀,₃₀₀
目標達成率　　　　₃₃.₆％
寄付者数　　 　₂１／₆₂名
米山寄付額　￥₂₈₀,₈₀₀
目標達成率　　　　₄₅.₃％
寄付者数　　 　₂₀／₆₂名


