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　　　　　　　　おとといは雨が降って、昨
　　　　　　　日は風が吹いてと、ちょっと
　　　　　　　天気が心配でしたが、今朝起
　　　　　　　きたら五月晴れで非常にうれ
　　　　　　　しく思いました。１年のうち
　　　　　　　に₂、₃回晴れればいいなと
思う日がありますが、そのうちの１日が今日、
皆既月食があります。太陽と地球と月が一直
線になって、地球の影に月が隠れて見えなく
なる現象です。月が欠け始めるのは午後₆時
44分、皆既食は午後₈時₉分～28分で、午後
₉時52分には元通りの満月に戻ります。ぜひ
皆さんも見ていたければと思います。見えな
いけれども、あるということは世の中にたく
さんあります。皆既月食を通じて皆さんもそ
ういうことに思いをはせていただければと思
います。

〇₆月の日程についてお知らせします。
◦12日㈯～16日㈬　バーチャル国際大会

◦₂日㈬　南グループ現・次年度合同会長幹
事会。20日㈰のロータリーリーダーシップ研
究会は中止となりました。
◦当クラブ関係
　₂日㈬　委員会活動報告①
　₉日㈬　委員会活動報告②、「ロータリー
　の友」₆月号紹介、理事役員会
　16日㈬　任意休会
　23日㈬　会長年度総括
　30日㈬　最終例会（昼例会）
〇年度がそろそろ変更になります。委員会活
動報告の締切は₆月₉日です。次年度計画書
の提出は16日、ロータリークラブレター締切
は25日です。締切の厳守をお願いします。
〇八戸市内のコロナの療養状況は市民病院₉
人、日赤₃人、宿泊療養施設16人。先週に比
べ少し増えました。感染経路不明な方、若年
層に少し広がっている傾向があります。

親睦・会場委員会　　　　　　今　彰夫委員
〇ニコニコボックスの報告
◦会員誕生祝　村井　達さん
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◦奥様誕生祝　奈良全洋さん
◦結婚記念日　渡辺　孝さん
村井　達さん　結婚50年金婚です。齢

よわい

80歳傘
　　　　　　　寿です。疲れたナァー！
奈良全洋さん　すっかり忘れていました。１
　　　　　　　年半会っていないので、何か
　　　　　　　プレゼントを贈りたいと思い
　　　　　　　ます。
渡辺　孝さん　（結婚記念日）
道尻誠助さん　明るい気持ちにしてくれる
　　　　　　　清々しい五月晴れに感謝。
橋本八右衛門さん　全国新酒鑑評会、如空が
　　　　　　　　　金賞いただきました。受
　　　　　　　　　賞酒、₆月から販売させ
　　　　　　　　　ていただきます。よろし
　　　　　　　　　くお願いします。
赤澤栄治・川村幸雄・熊谷清一�ニコニコ
　　　　　　　　　　　　　　�
山田慶次・夏川戸　斉さん　　�　　　デー

深澤　隆副幹事
　₅月22日㈯に開かれた第2830地区地区研
修・協議会について₄名の方に報告していた
だきます。

次年度副会長　　　　　　　　村井　達さん
　　　　　　　　先ほど誕生祝いを頂いたと
　　　　　　　きに申し上げましたが、齢80
　　　　　　　歳であちこちだいぶ疲れてい
　　　　　　　ます。一番疲れているのは記
　　　　　　　憶力で、あまりよく思い出し
　　　　　　　て言えませんので、全体に関
することをご報告いたします。
　PETSと同様、ほとんどオンラインの会
議でした。次期ガバナーの成田さんは五所川
原なので、五所川原のホテルで研修を行い、
分科会は三つの会場で行われました。それを
オンラインでつないだので、ガバナー事務所
の方々は大変苦労されたと思います。内容は
これまで同様、ガバナーがあいさつで国際
ロータリーの方針とご自分の方針などを述べ
られ、その後は国際協議会の出席報告でした。

せっかくフロリダのディズニーワールドで開
かれましたが、これも世界中からの参加では
なくオンラインで、成田ガバナーエレクトも
１週間くらいオンラインで参加したというこ
とで、大変苦労されたと思います。
　青少年担当のアドバイザーとしての感想を
申し上げたいと思います。ポイントはウイズ
コロナ、アフターコロナの時代は必ず地球規
模でやってくるので、これにロータリーがど
う対応するのか。これからはネットの世界に
生き、生まれながらにコンピューターやスマ
ホがそばにある中で育ってきた人たちが中心
の世の中になっていきます。われわれロータ
リアンが今まで経験したことのない新しい時
代に突入していく。青少年育成というよりも、
青少年と一緒になって考え、世の中をつくっ
ていく形になっていくのではないか。各委員
会もそのあたりを頭に浮かべながら勉強をし
た地区協議会になったと思います。

次年度会計　　　　　　　　　渡辺　孝さん
　　　　　　　　協議会の構成は₁～₃部に
　　　　　　　分かれていて、私はオンライ
　　　　　　　ンで参加しました。１部で国
　　　　　　　際ロータリーの実情という話
　　　　　　　があり、いろいろすごいなと
　　　　　　　思いながら聞いていました。
国際ロータリーの事務局長の給料は数千万円
で、ロータリアンではないということです。
₂部では成田ガバナーエレクト、渋谷次期地
区幹事長らがお話をされました。ただ、あま
り内容を把握できていない話が多く、数字を
並べられても資料がないのでよく分からない
部分もありました。₃部では各委員会報告と
次期ガバナーの引き継ぎが行われました。当
クラブとも関係があると思ったのは地区資金
の免除です。１人当たり25,000円が各ロータ
リーから地区に供出されていますが、コロナ
関係で資金に苦労されている会員がある場合、
申請すれば免除されるということです。

次年度副幹事　　　　　　　正部家光彦さん
　基調講演は「議事録翻訳作業を通してみた

地区研修・協議会出席報告
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　　　　　　　国際ロータリーの実情」で、
　　　　　　　沼田直前ガバナーからお話が
　　　　　　　ありました。私は英語教師
　　　　　　　だったのですが、翻訳、通訳
　　　　　　　はちょっと間違っただけでも
　　　　　　　大変なことになるということ
で、いろんな裏話をされていました。午後の
分科会は村井さんがアドバイザーを務められ
た青少年奉仕部門に参加しました。青少年交
換についてはコロナ禍で慎重に進めなければ
ならない時期ではあるけれど、交換留学生募
集のポスターを作成し₅月中に送付している。
交換留学生をこちらからも出し、向こうから
も受け入れるというスタンスで、₉月30日ま
で募集しており、これまでポスターを送った
ことのない高校にもお願いしているというこ
とでした。
　ローターアクト委員会の話では、やはり
ロータリークラブと同等というのはなかなか
厳しいのではないかとの意見やハラスメント
研修が必要では、との声がありました。私は
八戸しか知らないので、実際にハラスメント
で困っているということを感じました。
　インターアクトについては秋ぐらいに年次
大会をむつ担当で、下北ジオパークを舞台に
Zoom上で工夫して行いたい。インターアク
トの翼は国際的視野を広げ、スキルアップを
目指すため、実施する方向だそうです。
　村井さんの言葉で非常に印象に残ったのは
「ネットネイティブが増えてくる。ITネイ
ティブが増えてくる。発想が違う世代が今の
10代、20代なので、やはり教えるのではなく
青少年から学ぶ、一緒に考えることがロータ
リアンにも求められてくる」とのアドバイス
でした。

奈良　全洋さん
　　　　　　　　私は新入会員という形で、
　　　　　　　第₂部分科会の「新入会員」
　　　　　　　に参加させていただきました。
　　　　　　　進行を務めていただいた小山
　　　　　　　内さんから、どちらかという
　　　　　　　とオリエンテーションみたい

な形でいろいろお話を伺わせていただきまし
た。
　最初はそもそもロータリークラブという名
前の由来は？から始まり、ロータリークラブ
が設立された目的、その頃の時代背景を含め
て。ちょうどシカゴのギャングの時代、非常
に悪徳なビジネスが横行している頃に正しい
ビジネスをやりましょう、ということで始
まったということです。ロータリーのバッジ
は当時、信頼できる人という証だったそう。
ロータリーの歴史をオリエンテーション的に
伺いましたが、多くが初めて聞く話でした。
全部で₉名が参加しましたが、皆さんも初め
て聞く話が多いということで、非常に興味深
く聞けたとおっしゃっていました。
　雑学的な話もありました。ケンタッキー・
フライド・チキンのカーネル・サンダースも
ロータリアンで、あの人形にはバッチが付い
ているとか、今まで聞いたことのないお話を
聞けました。午前10時から午後₅時までの会
議なので正直、長いなと思っていましたが、
結構興味深く聞くことができ、参加させてい
ただいて非常に楽しかったです。

ロータリーの友委員会　　夏川戸　斉委員長
　　　　　　　　₅月は青少年奉仕月間です。
　　　　　　　その記事を紹介しながら進め
　　　　　　　ていきます。
　　　　　　　「あなたのエールで輝く若
　　　　　　　人」（₇～11Ｐ） 米山学友の
　　　　　　　アブデルアール・アハメドさ
んというエジプトの方の記事です。サッカー
をしていたが、お父さんの死によって方向転
換をしなければいけなくなった。五つ星ホテ
ルでインターンをしていたときに見た日本人
の整然と並んでいる光景を見て、これはすご
いなと思った。エジプト人もこういうふうに
なったらもっと良い国になるのではないか。
それが日本に興味を持ち留学するきっかけと
のことです。大学では考古学を専攻していま
すが、なぜ教育に力を入れるのかとの問いに、

「ロータリーの友」₅月号紹介



「教育には未来を変える力があると信じてい
ます。特に若い世代の教育が変われば未来は
開きます」と答えているのが印象的でした。
　古代エジプトの豆知識も紹介しています。
エジプト発祥のものはビール。皆さんはご存
じでしたか？なかなか意外だなと感じました。
ミイラはどうやって作るの？皆さんもこれを
習って作ってみてはいかがでしょうか。
「あなたのエールで輝く若人」（12～15Ｐ）
　カンボジアの医療センターで栄養士として
働く川合菜月さんの紹介記事です。国際活動
に興味を持ったきっかけは、大学１年の夏休
みにインドのボランティアツアーでスラムの
子どもたちと交流したことがきっかけでした。
スラム街の子どもたちは貧しくて、かわいそ
うというイメージでとらえていたようですが、
接してみると非常に明るい。川合さんはグ
ローバル補助金奨学生としてロンドンに留学
され、そこで同じ奨学金で留学している各国
の方々と出会い、一緒に世界を良くしたいと
思ったということで、最近の若者はなかなか
すごいなと感じました。
　川合さんが今働いているのはカンボジアの
ジャパンハート子ども医療センターで、患者
に無償で治療を提供しています。栄養士なの
で、患者さんに“ご飯の先生”と言われてい
ます。川合さんの好きなマザーテレサの言葉
は「家に帰って家族を愛しなさい」だそうで
す。
　「侃

かんかんがくがく

侃諤諤」（19～20Ｐ）　「41年継続の清
掃活動が中止。初めて開いた作文コンクール
に…」という札幌南ロータリークラブの記事
があります。41年間ずっと浜辺の清掃活動を
していたそうですが、コロナでできなくなっ
た。そこで、マイクロプラスチックなどの汚

染問題をテーマにした作文コンクールを実施
したところ、1800通を超える応募があったと
のことで、非常にすごいことだと思いました。
わがロータリーでも何か計画してみてはどう
でしょうか。
　「視点」（23Ｐ）　「ロータリーの未来図−
新しいローターアクト」との記事があります。
福岡・長崎・佐賀の第2700地区では日本の
ロータリー100周年を記念して第₇グループ
内に32年ぶりに柳川ローターアクトクラブを
結成しました。このローターアクトクラブは
ロータリークラブが提唱する将来のパターン
とは異なり、ロータリークラブと同格でス
タートする形式のクラブということです。会
員数はほぼ500人。ロータリーが一番必要と
している若さ、女性会員、会員数の三つを兼
ね備えた世界一のローターアクトクラブが誕
生した、とあります。
　「友愛の広場」（縦組み17Ｐ）　寄稿のタ
イトルは「今のわたしにできること」。結城
ロータリークラブが小学生から寄付を受けた
使用済みのランドセルをタイに送る活動をし
ていますが、卒業後に寄付をした中学生が少
年の主張茨城県大会に出場し、県教育長賞を
受賞しました。その作品が紹介されています。
学校で配られた「使い終わったランドセルを
発展途上国の子どもたちに送りませんか？」
という紙に書かれたメッセージがきっかけ
だったそうで、お母さんに相談し、思い出も
あるので悩んだけれども、小さなことでも今
のわたしにできることをしたいと思った、と
の内容でした。この小学生は新型コロナで危
険にさらされている子どもたちを支援する募
金があることを知って、自分のお小遣いから
少しずつ出しているそうです。
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₆₂名

出席免除会員
₀名 欠 席 数  　　₀名

出　　席　　報　　告
出席委員会

寄　付　報　告
国際奉仕委員会

₅月₂₆日現在

財団寄付額　￥₃₉₀,₃₀₀
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