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　　　　　　　　旬の話題は大リーグの大谷
　　　　　　　選手かなと思いましたが、皆
　　　　　　　さんもうご存じかと思います
　　　　　　　ので、きょうはやめておきます。
　　　　　　クールビスの話をしたいと思い
ます。クールビズを皆さんの会社でも取り入
れておられると思いますが、始まったのは
2005年、当時の小泉首相が提案して、東京都
知事の小池さんが環境大臣だったころから提
唱され始まったものです。当時は当然アパレ
ル業界、服飾業界で特にネクタイを扱ってい
る会社が大打撃を受けるということでいろん
な不満があったそうですが、そういった中で
当然廃業に追い込まれた会社もあるでしょう
し、業績を伸ばしたところもあるでしょうし、
クールビズによって大きく成功した会社もあ
ると聞いています。
　これが今当たり前になってきている、時代
が変わってきたのかと思っています。いろん
な会社で年間を通してネクタイはしなくてい
いよ、特別な時だけネクタイをしましょうと

いう会社も増えてきているというふうに聞い
ています。うちの会社もネクタイは何かあっ
た時、ある時だけすればいい、普段はしなく
てもいいことにしました。八戸市内でもそう
いう企業が増えていると思います。
　世の中の“変化”に対応するというのは非
常に大切なことなのかと思っています。今回
のコロナでも飲食店を中心にいろんな不都合
や、押し付けられて店を開けられないなど
大変な目にあっている会社さんやお店があ
ると聞いていますが、ここでうまく対応で
きるかが、何らかの世の中の変化に合わせ
て自分たちも変えていかれるかが、生き残
れるかどうかの境目になってくるのかと思
います。
　わたしのいる燃料業界は今カーボンニュー
トラルの話が出ています。2030年にはガソリ
ンエンジンを回して走る車の新車の販売はも
うダメと言われていますので、何らかの対応
をわれわれ燃料、ガソリンを売っている側も
考えていかなければならない。まさに変化に
対応していかなければいけない中になってき
たのかと思っています。
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八戸ロータリークラブのテーマ

今できる親睦と奉仕を！

―₂₀₂１〜₂₂―

７ 月 は　 新 会 員 の た め の 月 間 で す
第₃１₉₅回例会　　₂₀₂₁.７.₁₄
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青少年奉仕　石橋　信雄
幹　　事　深澤　　隆
会　　計　渡辺　　孝
会場監督　接待　一雄
直前会長　道尻　誠助
副 幹 事　正部家光彦
会計補佐　紺野　　広
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表　彰：
　ロータリー財団　第２回ポールハリスフェ
　ロー　　　　　　　　　　佐々木泰宏さん
　米山功労者感謝状贈呈　第４回マルチプル

接待一雄さん

　　　　　　　　本日皆様のテーブルに封筒
　　　　　　　が置かれていると思います。
　　　　　　　₇月₃日に発生した熱海市伊
　　　　　　　豆山地区豪雨災害への支援の
　　　　　　　封筒です。１口1,000円以上
のご寄付をお願いします。
〇地区事務所より、「第2021年₇月　静岡県
熱海豪雨災害へのご支援について」のご案内
が届いております。クラブで取りまとめて送
金いたしますので、ご協力のほどよろしくお
願い致します。
〇予告になりますが、今年の会長方針の「今
できる奉仕を」ということで、₉月12日㈰に
全世界共通同じ日に海岸清掃をやるというこ
とを今年の方針で決めています。時間等は未
定、感染対策をしっかりしながら恐らく種差
海岸辺りを、当クラブでもなるべく多くの人
数で海岸清掃に参加していきたいと思います。

親睦会場委員会　　　　　夏川戸　斉委員長
ニコニコボックスの報告
◦誕生祝　澤藤孝之さん

◦結婚記念日　廣田　茂さん
山村和芳さん　久しぶりに復活致しました。
工藤義隆さん　小井田会長、深澤幹事、ご活
　　　　　　　躍お祈りいたします。
佐々木泰宏さん　職業奉仕委員会を担当します。
小井田和哉さん　大谷選手がんばれ！
橋本八右衛門さん　家飲みのお供に「如空
　　　　　　　　　カップ」を。
奈良全洋・廣岡徹也・川村幸雄　　 �ニコニ
　　　　　　　　　　　　　　　　 �
赤澤栄治・山田慶次・夏川戸 斉さん�コデー
〇コロナ感染予防のために今までよりテー
ブルを１つ多くしています。皆さんの名札
はＪテーブルの方は縦に並んでいるのでは
なく、下のほうに”横”に並んでいますの
で、Ｊテーブルの方は今後お気を付けくだ
さい。

幹 事 報 告　 深澤　　隆 幹事
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＊「水曜会」ゴルフについて：中村稔彦
さん
　₇月₈日㈭に水曜会を軽米カントリー
クラブで行いました。出場者数は22名全
部で₆組、多くの方にご参加いただきた
いへんありがとうございました。夜は
パークホテルでバーベキュー、三密にな
らないように懇親会をさせていただきま
した。
　優勝した平戸昭彦さん：天候にも組に
も恵まれ、一番恵まれたのは皆さんから
ハンディをいっぱい頂戴しましたので、
何とか優勝することができました。あり
がとうございました。水曜会は₂回あり
ますが、皆勤賞を目指してこれからもや
らしていただければと思います。
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＊村舘珠樹前年度委員長より
　昨年度100％無欠席は26名でした。
◦石橋敏文さん(26年無欠席)
◦石橋信雄さん(5年)◦板　慎一さん(1年)
◦植草　務さん(1年)◦小井田和哉さん(9年)
◦紺野　広さん(3年)◦妻神和憲さん(10年)
◦佐々木泰宏さん(14年)◦地代所久恭さん(8年)
◦正部家光彦さん(3年)◦種市良意さん(12年)
◦築舘智大さん(19年通算)
◦鶴飼寿栄さん(1年)◦夏堀礼二さん(14年)
◦奈良全洋さん(1年)◦橋本八右衛門さん(3年)
◦広瀬知明さん(1年)◦深澤　隆さん(5年)
◦前原義一さん(12年)◦松本剛典さん(1年)
◦道尻誠助さん(6年)◦峯　正一さん(16年)
◦村井　達さん(45年)◦村舘珠樹さん(2年)
◦渡辺　孝さん(1年)◦松橋道治さん(26年)

ロータリーの友委員会　　　広瀬知明委員長
　　　　　　　　委員長は広瀬知明、副委員
　　　　　　　長は種市良意さん、委員は熊
　　　　　　　谷清一さん、永澤信さんです。
　　　　　　　　会長のご指示もあり、例会
　　　　　　　で毎月１回ロータリーの友を
紹介して、国内と世界のロータリー活動への
理解を深めたいと思っています。委員だけで
はなく入会年数が浅い会員、深い会員を中心
に紹介をしていただきたいと思います。会長
方針の「今できる親睦と奉仕を」に基づき、
オンライン読後会の開催を検討するほか、コ
ロナ禍が収束した際にはリアルの読後会を開
催したいと考えております。
　活動計画にはもっていませんが、ロータ
リーの友より皆さんに楽しんでいただきたい
ということで、ロータリーの友でビブリオバ
トルをチャレンジしたみたいと思っています。
来週ロータリーの友の報告がありますので、
わたしがふつうに友を紹介した後に、実際に
実演してみますので、皆さんに理解を深めて
いただいて各テーブル対抗戦で代表者の方に
ロータリーの友で一番感動した記事をここで
プレゼンしていただいて、皆さんが聞いてど

の記事を一番読みたくなったというのを投
票して、優勝したテーブルには翌週リンゴ
ジュースをプレゼントという形にしたいと
思っています。ルールは来週詳しく説明した
いと思っています。

姉妹友好クラブ委員会　　　築舘智大委員長
　　　　　　　　委員長は築舘智大、副委員
　　　　　　　長は川村幸雄さん、委員は地
　　　　　　　代所久恭さん、久保浩視さん
　　　　　　　です。
　　　　　　　　姉妹クラブは基隆ロータ
リークラブとの関係もありますので、前年度
できなかったグルーバル補助金を（たぶん）
地区とも連絡を取りながら密にやっていきた
いと考えています。友好クラブは横手ＲＣ、
能代ＲＣですが、まだまだコロナ禍で行き来
ができない。できればZOOMで参加してい
ただきたいと思っていますが、それも向こう
が整わずちょっと苦戦しています。できれば合
同例会をZOOMでやりたいと考えています。

ロータリー情報委員会　　　築舘智大委員長
　委員長は築舘智第、副委員長は佐々木泰宏
さん、委員は道尻誠助さんです。
　₂、₃年以内の新会員に向けての新会員応
援隊を創りたいと考えています。コロナ禍で
すが、ソーシャルディスタンスをとって、で
きないとは思いますがマスク会食。ロータ
リー情報委員会メンバーの他に歴代会長、幹
事経験者、親睦委員会と共に新会員を応援し
ていきたいと考えています。

会員増強委員会　　　　　　赤澤栄治委員長
　　　　　　　　委員長は赤澤栄治、副委員
　　　　　　　長は橋本昭一さん、委員は村
　　　　　　　上壽治さん、福島哲男さんです。
　　　　　　　　橋本さんには今回早々に１
　　　　　　人増強していただきました。小
井田会長方針の会員純増₂名、転勤のある企
業には法人会員の提案と退会者を減らす活動
をするように、とありますので、それに従い
たいと思います。また当クラブの魅力を高め
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るために活気があり、楽しいクラブ、多様な
会員揃ったクラブを皆さんと共に目指したい
と思います。まだまだ職業分類に属していな
い会員をこれからも増強して参りたいと思い
ますので、皆さんのご協力をお願いしたいと
思います。
　わたしの周りで十分に皆さんのお話が聞こ
えないとごもごもしゃべっている方がおられ
ます。ですからみんなの前に出るには大きな声
で発声をお願いしたいと思います。楽しい例会
にしたいと思います。よろしくお願いします。

プログラム委員会　　　　　紺野　広委員長
　　　　　　　　委員長は紺野広、副委員長
　　　　　　　は高谷勝義さん、委員は髙田
　　　　　　　文昭さんです。
　　　　　　　　会長からは会員が興味を持
　　　　　　　つような外部卓話を考えてく
ださい、会員卓話もいろいろな年代の方にお
願いしましょうという₂点のご指示がありま
した。幹事からは月間テーマそれぞれに則っ
た卓話を考えていただきたい。Rotary Inter-
nationalの方針も年毎にかなりドラスティッ
クに変わって参りますので、そういう観点か
ら幹事のおっしゃることも最もだと思います
ので、そういう月間テーマに則った卓話も組
み込んでいきたいと考えています。
　わたしは地元の者ではないので知己が少な
く、高谷さんには₂名ご紹介いただきました
が、埋まっているのは₉月までです。10月以
降は１～₃枠卓話の枠がありますので、会員の
皆さんからご推薦をいただいて、有意義な、親
睦に寄与する、社会勉強になるような卓話を組
んで参りたいと思っています。１年間ご指導、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

資料整備保存委員会
　委員長は鶴飼寿栄さん、副委員長は種市良
意さん、委員は松坂和治さん。

職業奉仕委員会　　　　　佐々木泰宏委員長
　委員長は佐々木泰宏、副委員長は澤藤孝之
さん、委員は工藤義隆さん、福井哲郎さんです。

　　　　　　　　基本的に職業人の集まりで
　　　　　　　あるロータリークラブはこの
　　　　　　　職業奉仕という考え方がもっ
　　　　　　　とも根幹をなすものであると
　　　　　　　思っています。この職業奉仕
という考え方こそロータリークラブを他の奉
仕団体や慈善団体と大きく異なるものにして
いる大事な要素でもあります。そこで例会に
おいて、職業奉仕の意図するところおよび四
つのテストの由来などをテーマにしたプログ
ラムを組み、理解を深めたいと思っていま
す。また恒例の職場訪問例会を企画し、ふだ
んは見られない他の職場の奥義を勉強したい
と思っています。
　八戸ロータリークラブが単なる寄付団体と
は違うというところをクラブ会員の皆さんと
一緒に１年間探求してみたいと思っています。

社会奉仕委員会　　　　橋本八右衛門委員長
　　　　　　　　委員長は橋本八右衛門、副
　　　　　　　委員長は村上壽治さん、委員
　　　　　　　は吉田誠夫さん、岡崎孝文さ
　　　　　　　んです。
　　　　　　　　会長要件で小井田会長が一
生懸命お話された内容になりますが、今年度
は₃つのテーマをいただいています。
　地区補助金を活用した事業：八戸市介護予
防センター支援事業を計画しています。八戸
市介護予防センターでは65才以上の高齢者を
対象とした介護予防、認知症予防のための各
種事業を展開しており、仲間づくりや脳の活
性化のためおしゃべりやレクレーションを通
じて交流する集いの場が定期的に開催されて
います。その中で予防に効果があり、好評で
あったニュースポーツの道具を支援し、定期
的に活用してもらうこととしていますが、実
際にそのプログラムに参加し、介護予防、認
知症予防に係わる皆さんとの交流会等も企画
したいと考えています。
　恒例の八戸競技かるた小中学生大会：小倉
百人一首の普及と競技カルタを通じて小中学
生をはじめとする子どもたちの交流を深める
目的のこの大会でしたが、毎年盛り上がりを
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見せております。昨年度は新型コロナウイル
スの影響のため残念ながら開催できませんで
したが、感染予防対策などを考え、今年度は
開催できるように進めていきたいと思います。
　ロータリー奉仕デーのイベントの計画・開
催：今年度のＲＩ会長テーマを受けて、地区
目標にも織り込まれましたが、このイベント
の要件として①２つ以上のロータリークラブ
（ローターアクトクラブ、インターアクトク
ラブを含む）で計画、②ロータリー重点分野
に一致、③メディア・SNSによる周知、④
参加者の25％以上が現ロータリアン以外とい
う₄つが挙げられています。
　この企画として世界あるいは日本各地のク
ラブが同日に各地の海岸を一斉清掃する「海
岸美化プロジェクト」が提案されていて₉月
12日が予定されています。八戸ロータリーク
ラブでも参加予定としています。今後詳細を
詰めていきますが、ご協力のほどよろしくお
願いします。

ロータリー財団委員会　　　石橋敏文委員長
　　　　　　　　委員長は石橋敏文、副委員
　　　　　　　長は峯正一さん、委員は金入
　　　　　　　忠清さんです。
　　　　　　　　ロータリー財団委員会では
　　　　　　　地区目標の１人150ドル、ポ
リオ30ドルの寄付額を達成せねばと思ってお
ります。景気低迷のおり少額でも構いません
ので、会員全員がご寄付いただくことをお願
い申し上げます。また今年度は基隆ロータ
リークラブから来ているグローバル補助金事
業、グローバル補助金事業には平和と紛争予
防、紛争解決、疾病予防と治療、母子の健康、
水・衛生設備、基礎教育と識字率向上、経済
と地域社会の発展を支援する。今年度からは
環境保全と保護が加わり、₇項目を補うこと
になっています。
　基隆ロータリークラブからのグローバル補
助金事業の要請がありますので、関係委員会
の方々および会員の皆さまのご支援をお願い
いたします。お願いばかりですが、１年間よ
ろしくご指導ご鞭撻、ご協力をよろしくお願

い申し上げます。

ローターアクト委員会　　　鴨澤　諭委員長
　　　　　　　　委員長は鴨澤諭、副委員長
　　　　　　　は正部家光彦さん、委員は種
　　　　　　　市良意さん、廣岡徹也さんで
　　　　　　　す。ローターアクト委員会は
　　　　　　　青少年奉仕委員会の傘下に位
置する委員会として提唱クラブの立場で八戸
ローターアクトクラブを支援して参ります。
　第一に会員の減少が著しく現在１名です。
存続が危ぶまれる八戸ローターアクトクラブ
の運営支援と当八戸ロータリークラブだけで
云々というレベルではないので、南グループ
₉ＲＣの会員の皆さんにもお声がけをして各
企業に勤務されている若手社員の勧誘促進等
によって会員増強を確保図って参りたいと思
います。
　また社会奉仕委員会主管の八戸競技カルタ
小中学生大会へも協力していきたいと思って
います。ロータリークラブとの合同例会、合
同事業を増やしメンバー相互の交流ならびに
理解をさらに深めつつ、クラブ活動の充実を
図って参りたいと思います。同じ青少年奉仕
委員会傘下の八戸工業大学第二インターアク
トクラブとも事業協力できればというふうに
思っています。
　１年間よろしくお願いしますと共にロー
ターアクト会員のご推薦、ご勧誘も併せてく
れぐれもよろしくお願いいたします。

インターアクト委員会　　　夏堀礼二委員長
　　　　　　　　委員長は夏堀礼二、副委員
　　　　　　　長は村舘珠樹さん、委員は地
　　　　　　　代所久恭さん、永澤信さんです。
　　　　　　　　青少年へのロータリー精神
　　　　　　　の普及のためにさまざまな活
動をしていきます。八戸工業大学第二高等学
校インターアクトクラブの担当教諭の太田先
生と交流を図りながら、インターアクトクラ
ブの活動とさらなる活性化のためのサポート
をしていきたいと考えています。１年間どう
ぞよろしくお願いします。

― ₅ ―



米山委員会　　　　　　　　山田慶次委員長
　　　　　　　　委員長は山田慶次、副委員
　　　　　　　長は前原義一さん、委員は鶴
　　　　　　　飼寿栄さんです。
　　　　　　　　米山委員会は日本独自の事
　　　　　　　業活動であるロータリー米山
記念奨学金事業の支援活動を行うのが主な活
動目標です。
　この事業は勉学・研究のために来日した外
国人留学生に奨学金を支給し、その目的達成

と日本をより理解するための支援活動を行う
趣旨があります。
　１つはわが八戸クラブは非常に新入会員が
多いクラブなので、米山奨学金事業の会員の
理解と啓発に努める。₂つめは会員一人につ
き目標金額の特別寄付を１人10,000円、普
通寄付を１人3,000円の寄付をお願いする。
このお金が日本に来た留学生の支援活動の基
本になるので、ぜひこの₂つを今期の目標に
しますのでよろしくお願いします。

― ₆ ―

【お断り】新型コロナウイルス感染の収束の見通しが立たない現状を考慮し、出席報告は当面の間、掲載を見送ります。

先週の委員会活動計画発表で写真が掲載できなかった各委員長。
左から　妻神和憲さん（国際奉仕）　石橋信雄さん（青少年奉仕）　村井　達さん（クラブ奉仕）　中村稔彦さん（出席）
夏川戸　斉さん（親睦会場）　菊地　幹さん（会報広報）

山田慶次さん
　古いことですが、昨年暮れ、車の運転中に
ラジオから聞こえてきた興味深い話をお話し
たいと思います。車の運転中で話を聞いてい
る途中で目的地に着いたので話の中間の部分
しか聞いていませんが、ラジオ局のアナウン
サーが仕事の専門の方にインタビューすると
いう形でした。
　話の内容は人間の脳に関する話でした。人
間の脳は年齢が60才を過ぎるころから次第に
衰え始めて、そのままにしておくといずれ高
齢者のかかる認知症などの症状が出てくるの
ですが、この先生の話は人間の脳はふつうよ
く使われている部分と使われない未使用の部
分があって、人間の一生の間に使われない未
使用の部分が脳全体で比較的大きな部分を占
めている。この未使用の部分に新たな刺激を
与えると脳全体が活性化し始めて、脳の衰え
を防ぐ効果がある。これがここ十年くらいの
研究で次第にわかってきたそうです。

　具体的には今まで使ってきた脳がいろいろ
な環境の変化、例えば会社の定年で仕事を退
く、また次の世代に仕事を渡すなどしてリタ
イアして社会活動の一線から退くと今まで
使ってきた脳もそれに従ってしだいに活動を
やめていき、その状態が続くと脳全体も衰え
始めて、やがて認知症などの高齢者がかかる
症状が進んでいく。その時にまだ未使用の部
分の脳に新たな刺激を与える行動をすると、
また脳が再生化し始めて脳全体の衰えを遅ら
せる効果がある、ということだそうです。
　わたしも後期高齢者に入って数年経ちます
が、ゴルフもちょっと遠ざかり、習い事も遠
ざかりしていますが、その代わりに10年くら
い前からカラオケを初めて、月に１曲くらい
新しい曲を増やしていくことをしています。
今はコロナの影響でカラオケもちょっと行く
場所がなく残念な思いをしています。皆さん
も60前後になる頃から今までとは違う行動を
して、未使用の脳に新たな刺激を与えること
で老化現象を少しでも遅らせることにつなが
るのではないかという話です。

３ 分 間 ス ピ ー チ


