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　きょうは馬場のぼるさんのお話をします。
漫画家で絵本作家の馬場のぼるさんは三戸町
の出身です。今、馬場のぼるさんにあやかろ
うということで、三戸町では「11ぴきのね
こ」シリーズをやっていて、町のあちこちに
猫の銅像、石像がたくさんあります。ラッピ
ングしたバスが八戸にも来ています。猫一色
の町になってしまいました。
　昭和63年のデーリー東北賞を三戸高校自然
科学部が受賞しOBとして授賞式に参加した
ときに、同じ賞を受賞した馬場のぼるさんも
いらっしゃってました。その時にいろいろお
話をしました。猫のことをお話したら、「僕
は犬も好きなんだよ」と。調べてみましたら、
犬の絵も結構出ています。ただ、猫だけ注目
され、馬場のぼると言えば猫、というイメー
ジになっています。
　この前、郵便局でかわいい犬の絵を₂枚見
ました。人間には犬派と猫派がいるはずです。
私はどちらかといえば犬の方が好きですが、
その絵を見て、何とか三戸に犬もいるよとい
うようにしてもらいたいと知り合いたちに声

を掛けて、「猫だけじゃなくて犬もいる町」
にしようとしています。
　馬場のぼるさんは朴

ぼくとつ

訥としていますが、要
所要所をきちんとお話される方でした。今天
国にいますが、ちょっとお話すればどこかで
認めてもらえるのではと思っています。その
うち、猫の隣に犬の像があって、来た人が
“ワンダフル”となると思います。

〇入会式　　　　　　　　　　道尻誠助会長
　廣岡徹也さんは野村證券八戸支店長でおら
れます。田部久貴さんの後任です。まだ年齢
　　　　　　　　　　　　も若く41歳で、す
　　　　　　　　　　　　ごく頑張られる方
　　　　　　　　　　　　だと思いますので、
　　　　　　　　　　　　よろしくお願いし
　　　　　　　　　　　　ます。（写真はバッ
　　　　　　　　　　　　ジ伝達）

廣岡徹也さん
　野村證券の廣岡と申します。今回、歴史と
伝統のある八戸ロータリークラブに参加させ
ていただくことをたいへんうれしく思ってお
ります。今年私は41歳になりますが、フット
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ワークは軽いので、どんなことでも言ってい
ただければできることはさせていただきたい
と思いますので、今後ともどうぞよろしくお
願いします。

〇次週30日㈬は最終例会ですが、お昼に例会
を開催します。夜の例会を楽しみにしていた
方には申し訳なく思いますが、お土産をご用
意しましたので参加をお願いいたします。橋
本さんのお酒とアルパジョンの松坂さんから
焼き菓子をお土産として準備しました。日持
ちのするものを選びましたが、あまり長く事
務所に置いておけないと思いますので、でき
れば来週の例会に参加をお願いします。例会
には渡辺さんや広瀬さんが作ってくださった
動画やスライド、奈良さんにも作っていただ
いたスライドを流しながら、食事を楽しんで
いただく趣向になっています。
　来週の夜にはIDMもありますので、参加
できる方はよろしくお願いします。

親睦・会場委員会　　　　　広瀬　知明委員
〇ニコニコボックスの報告
◦会員誕生日　種市良意・妻神和憲
　　　　　　　小倉和也さん
◦奥様誕生祝　夏川戸　斉さん
◦結婚記念日　野村一雄さん
種市　良意さん　明日よりわが家の新記録に
　　　　　　　　なります。
菊地　幹さん　58歳になりました！
鴨澤　諭さん　（奥様誕生日）
道尻誠助さん　廣岡さんの入会歓迎いたしま
　　　　　　　す。ヤングパワーを炸

さくれつ

裂させ
　　　　　　　てください。
夏堀礼二さん　道尻会長、お疲れさまでした。
橋本八右衛門さん　本日入れてあと₂回、お
　　　　　　　　　疲れさまでした。気を引
　　　　　　　　　き締めて頑張りましょう。
小林幹夫・小井田和哉さん　ニコニコデー

会報・広報委員会　　　　　広瀬知明委員長
　年度末のお忙しいところ大変恐縮ですが、
ロータリークラブレターの締め切りは25日㈮
です。ただいま₅名の方からしか来ていない
状況です。短くても構いませんので、「道尻
年度を振り返って」ということでコメントを
いただければと思います。
　先ほどボックスに弊社新刊の「戦国の北奥
羽南部氏」のちらしを入れました。南部氏を
めぐる最新の研究成果がふんだんに盛り込ま
れていますので、歴史好きの方はぜひご一読
ください。

道尻誠助会長
　　　　　　　　八 戸 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
　　　　　　　2020-2021年度も残すところ、
　　　　　　　あと１週間となりました。新
　　　　　　　型コロナウイルス感染症の収
　　　　　　　束を迎えることなく、未曽有
　　　　　　　の社会変化の続いた中での八
戸ロータリークラブの活動を振り返ってみた
いと思います。
　古い話になりますが、私たちの入会した当
時は「ロータリーにはNOはない」と先輩た
ちから教えられ、何か頼みごとがあれば答え
はYesしかなかった時代です。その流れの中
で、能力、資質、知恵もない自分を顧みず、
会長職をお引き受けいたしました。この１年、
紆余曲折はありましたけれども、何とか任期
を全うするところまで来れたのは理事役員、
各委員長さんはもとより、全会員のご協力と
忍耐力、寛容の精神のおかげと思っておりま
す。皆さまには深く感謝申し上げます。
　今年度国際ロータリーのホルガー・クナー
ク会長は年度テーマに「ロータリーは機会の
扉を開く」を掲げられました。その中で「奉
仕の行いはその大小にかかわらず、助けを必
要とする人たちや地域に機会を生み出すも
のである」と強調されました。また第2830
地区源新和彦ガバナーは地区スローガンを
「Believe together.信じあおう」と宣言され

会会会会会会
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委　員　会　報　告

会 長 年 度 総 括



― ₃ ―

ました。ロータリーの仲間同士、地域の社会
の人々とロータリーの可能性とロータリーの
ポテンシャルと未来を信じましょう。共に集
い、手を取り合って」と述べられました。
　その思いを受け、私は今年度の八戸ロータ
リークラブのテーマを「See you next week.
来週も会おう」といたしました。ご存じのよ
うにコロナ禍による自粛生活を経験し、当た
り前の日常生活を送られることがどれほどあ
りがたいことだったかに気付かされたからで
した。今まで普通に行われていた例会が実は
かけがえのない大切な例会であったこと。そ
して次の例会で会えることへの感謝の気持ち
を込めました。
　１年が経過して今年度の活動内容について
は先週と先々週の例会において各委員会より
発表がありましたので、私はそれ以外のこと
について述べさせていただきます。
　今年度の最重要課題はロータリークラブの
親睦の要である例会をコロナ禍の中でもいか
にして開催し、中止させない方策を考え、会
員の皆さまに周知徹底させ、実践するかとい
うことでした。幸いにして紺野幹事は病院長
として新型コロナウイルス感染防止対策およ
び治療の最前線に立っておられるので、正し
い知識と対応策を教えていただくことができ
ました。その紺野幹事からは継続して青森県
内の感染状況についての最新状況を頂き、状
況に合わせた感染防止対策の専門家としての
アドバイスを頂けたことは、八戸ロータリー
クラブが１年を乗り越えるために大きな原動
力となりました。
　例会時の感染防止対策としては、現在も行
われていることですが、マスク着用の推奨、
受付での体温測定と手指消毒、例会前₂週間
の東北地方以外への出張者は例会出席を見合
わせていただくこととし、昨年₇月１日、新
年度例会がスタートしました。
　そして、大変心配しましたが、10月24日に
八戸ロータリークラブ65周年記念式典を開催
することができました。皆さんのご協力のお
かげと思っております。特に実行委員長の種
市良意さん、副実行委員長の石橋敏文さん、

幹事の妻神和憲さんには大変リーダーシップ
を発揮していただき、当初₅の付く年はコン
パクトに周年事業をやることにしようという
ことだったので、それに徹底してよりシンプ
ルであるけれど、中身の濃い創立65周年記念
式典が開催できましたことを非常に喜んでお
ります。皆さんのご協力がなければ開催でき
なかったということもあったと思います。そ
の後の夜例会はほとんど中止になりましたが、
ここで何とかやれたことは次の70周年につな
がるなと思っています。
　12月に入り、出席制限については厚生労働
省からの通知により、感染から発症までの潜
伏期間は多くは₅～₆日との記載があること
を受け、10日間に短縮して継続することにな
りました。例会時の体温測定や食事以外の会
話をするときもマスク着用厳守は今まで以上
に徹底することとし、油断大敵、気を緩めな
いことを確認し合いました。徹底した感染防
止対策が功を奏し、１年を通して通常例会を
開催することができたのは皆さまのご協力の
おかげと感謝しております。八戸市内でクラ
スターが発生した際には例会を休会にしたら
どうかという意見も多数寄せられましたが、
万全の感染症対策を取っていることを理解し
ていただき、継続することができました。ま
た当クラブ会員、家族および職場から感染者
が出なかったことは不幸中の幸いだったと
思っています。
　さて会員の中にはさまざまな思いを抱き、
希望に燃えてロータリークラブに入会されて
も、それぞれの事情によりある時期例会に出
られない方がおられます。そんな中、長期休
会されている₃名の会員と偶然お会いするこ
とがありました。１人目の方は会った瞬間、
喜びのあまり、コロナ禍であることを忘れて
「やあ、元気か？」とお互いが駆け寄り、手
を握ってしまいました。ご家族のお世話をさ
れている途中とのことで、少しの時間、笑顔
で旧交を温めることができました。まさにタ
イムマシーンに乗ったような気分でした。
　₂人目の方は半年ぶりにお会いし、ゆっく
りマスク越しの話をすることができました。



その中で現在のお仕事の状況と将来に向けて
の夢について、またコロナ禍前は海外出張さ
れたときは現地のロータリークラブにメー
キャップされていたこと、ボランティア活動
に取り組んでいるお話を伺うことができまし
た。その話の中で、まさに職業奉仕、社会奉
仕、国際奉仕を実践されていることをその時
初めて知ることができました。₃人目の方は
ある会員の職場にお邪魔していた時、お客さ
まとして訪問された会員でした。そこでロー
タリアン同士がつながり、助け合っている光
景を目の当たりにすることができました。
　私はご紹介させていただいた₃人の会員と
の出会いから大切なことを教えていただきま
した。₃人の方は八戸ロータリークラブの会
員であることに誇りを持ち、例会に出席でき
なくても静かに惜しみなく、物心両面におい
て八戸ロータリークラブを支えて続けており
ます。しかも何ら見返りを求めない、芯の
通った生き方をされています。₃人の方が例
会に出席できるようになる日を心待ちに、楽
しみにしています。
　私はロータリークラブの主役は会員お一人
お一人、全ての会員が主役であると考えて過
ごしてまいりました。それはわれわれの底辺
に流れている奉仕の心でつながっているから
ではないでしょうか。この場をお借りして１
年間お世話になった皆さん、お一人お一人に
感謝を述べさせていただきます。

前原　義一さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
村井　　達さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
金入　忠清さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
種市　良意さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
峯　　正一さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
松橋　道治さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
接待　一雄さん、１年間大変お世話になり、

ありがとうございました。
工藤　義隆さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
村上　壽治さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
山田　慶次さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
石橋　敏文さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
熊谷　清一さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
鶴飼　寿栄さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
於本　　正さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
佐々木　泰宏さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
築舘　智大さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
寺下　一之さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
夏堀　礼二さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
妻神　和憲さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
小林　幹夫さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
地代所　久恭さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
野村　一雄さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
赤澤　栄治さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
松坂　和治さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。

― ₄ ―

会員一人一人に感謝の言葉を述べる道尻会長



橋本　昭一さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
吉田　誠夫さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
高谷　勝義さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
鴨澤　諭さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
岡崎　孝文さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
夏川戸　斉さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
橋本　八右衛門さん、１年間大変お世話にな
り、ありがとうございました。
小井田　和哉さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
山村　和芳さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
久保　浩視さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
福島　哲男さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
深澤　隆さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
川村　幸雄さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
石橋　信雄さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
大菅　祥弘さん、転勤のため、途中退会とな
りましたが、大変お世話になり、ありがとう
ございました。
山本　仁さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
松田　浩二さん、転勤のため、途中退会とな
りましたが、大変お世話になり、ありがとう
ございました。
高田　文昭さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
小倉　和也さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
中村　稔彦さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
正部家　光彦さん、１年間大変お世話になり、

ありがとうございました。
掛端　浩之さん、転勤のため、途中退会とな
りましたが、大変お世話になり、ありがとう
ございました。
村舘　珠樹さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
渡辺　孝さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
田部　久貴さん、転勤のため、途中退会とな
りましたが、大変お世話になり、ありがとう
ございました。
福井　哲郎さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
広瀬　知明さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
澤藤　孝之さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
奈良　全洋さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
松本　剛典さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
菊地　幹さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
植草　務さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
廣田　茂さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
今　彰夫さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
板　慎一さん、１年間大変お世話になり、あ
りがとうございました。
工藤　貴博さん、１年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
平戸　昭彦さん、今年度新入会員としてお迎
えすることができました。これからもよろし
くお願いいたします。
永澤　信さん、今年度新入会員としてお迎え
することができました。これからもよろしく
お願いいたします。
廣岡　徹也さん、今年度新入会員としてお迎
えすることができました。これからもよろし
くお願いいたします。
　紺野広幹事は私にはないものを全て兼ね備

― ₅ ―



えている熱き男でした。ロータリー活動を通
して組織運営の何たるかを教えていただき、
さらに人生におけるもうひと踏ん張りの魂を
注入していただきました。時折見せたさりげ
ない優しさと気遣いの行動には心打たれまし
た。１年間全面的に支えていただき、言葉で
は言い尽くせないほどお世話になり、心から
感謝申し上げます。
　最後になりましたが、私を八戸ロータリー
クラブに導いてくださった推薦者の種市良意
さんに御礼を申し上げさせていただきます。
入会後、要所要所でぽつりぽつりとジョーク
を交えてアドバイスをいただきました。それ
が血となり肉となり、力となって本日を迎え
ることができました。心より感謝申し上げま
す。会員の皆さまのご協力とともに事務局の
山田敬子さんのご支援にも感謝申し上げて、
総括とさせていただきます。誠にありがとう
ございました。

紺野　広幹事
　　　　　　　　道尻会長、１年間お疲れさ
　　　　　　　までした。コロナ禍でいろん
　　　　　　　な考えの人がいて、例会を続
　　　　　　　けた方がいいのか、夜例会を
　　　　　　　どうしたらいいのか、いろん
　　　　　　　な意見があり、その都度矢面
に立って調整してくださったのは会長です。
私は事務仕事に専念しておりましたので、会
長がそういう面倒な折衝や会員の気持ちをく
んで聞いて歩いてくださったおかげで、１年
間例会が継続できました。夜の納涼例会もで
きましたし、IDMも何回かできました。ゴ
ルフもできました。今年１年は少し親睦も例

年より規模の小さいものになりましたが、継
続することができたのは会長のお人柄のおか
げかなと思っています。
　これからワクチン接種がどんどん進んでき
ます。八戸市は65才以上の方の接種を₇月末
までに終わらせる予定です。保健センターで
やっている集団接種は継続して、64才以下の
方に接種を行っていきます。集団接種に関し
てはＹＳアリーナに加え、アーバンホールを
借り上げて会場を一つ増やします。
　職域接種も始まります。1000人単位で人を
集められる職場をお持ちの方は国に申請して
職場の方を接種できる。これはモデルナ製ワ
クチンで４週間間隔で₂回という接種スケ
ジュールになります。そちらも市と運営に関
して協議しています。あす実行委員会があり
ますが、現在決まっているのは八戸缶詰、漁
協の方々。八戸缶詰は労災病院、漁協は日赤
で受け持ちます。市民病院とメディカルコー
ト八戸西病院は旧新八温泉を使った職域接種
を行います。市としては10月ごろまでに、延
びても11月中には18才以上のワクチン接種を
終わらせたい。ファイザーのワクチンは12才
以上の適用が通りましたので、それ以降に児
童・学童に接種し、年を越さないうちにワク
チンを打ち終える方針で、当院も全力で協力
していきます。新規発生は県内は19日㈯が最
後、八戸は15日㈫が最後でした。市中の入院
は市民病院に₂人だけとかなり落ち着いてき
ました。皆さんと親睦を深める時間も少し多
く取れるのではないかと思います。
　まだ最終例会前ですが、今年１年の皆さん
のご指導に感謝申し上げたいと思います。本
当にありがとうございました。

― ₆ ―

第₃₁₉₂回例会（₆月₂₃日） 第₃₁₉₀回例会（₆月₂日）

出　席　率　　　　　　　　₅₉.₃％ 出　席　率 　　₆₇.₂％ 修　正 ₆₉.₀％出席率

総 会 員 数　 　　₆１名 出席数
₃₅名 総 会 員 数　　　　₆₀名 メークアップ １名した人数

出席義務会員
₅₉名

出席免除会員
₂名

欠席数
₂₄名

出席義務会員
₅₈名

出席免除会員
₂名 欠 席 数 　₁₈名

出　　席　　報　　告
出席委員会

寄　付　報　告
国際奉仕委員会

₆月₂₃日現在

財団寄付額　US＄ 1，3270.80
目標達成率　　　　₁₁₈.₉％
寄付者数　　　 　₃₄／₆₂名
米山寄付額　　￥₄₅₃，₀₀₀
目標達成率　　　　　₇₃.₁％
寄付者数　　　 　₃₇／₆₂名


