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▶︎ゲスト　国際ロータリー第2830地区
　　　　　2021-22年度ガバナー

成田秀治さん（五所川原イブニング）
　　　　　南グループガバナー補佐

岩岡隆雄さん（八戸東）
　　　　　地区副幹事長

山中たけるさん（五所川原イブニング）

　　　　　　　　₂か月ほど延期させていた
　　　　　　　だいておりましたが、本日
　　　　　　　やっとガバナーにお越しいた
　　　　　　　だくことができました。本日
　　　　　　　はガバナー公式訪問例会です。
　もともと₉月15日に公式訪問例会を予定し
ておりましたが、コロナ禍の関係で延期させ
ていただいておりました。そのコロナはここ
しばらくは東北でも青森県でも八戸でも感染
者が出ていない、だいぶ収まってきたという
状況です。これは全国的にみてもだいぶ収
まっていまして、今朝の情報番組では紅葉の
きれいな観光地のケーブルカー乗り場に人が
並んですごい混雑している映像が流れていま

した。航空機の予約もずっと₃割程度だった
ものが₆割まで回復しているという話も聞い
ています。
　わたしが仕事でお会いする出張で来られる
方も新幹線がすごい混んでいた、八戸でホテ
ルを取ろうと思っても全然取れないという話
も聞いています。そのくらいだいぶ収まって
きましたが、これから年末年始の移動があり
ます。八戸もお盆明けに感染者が急増しまし
たが、そんな感じで第₆波がその頃に来るか
もと不安でしたが、その前に人の移動がだい
ぶ活発になってきて、もしかしたら年末年
始を待たずに第₆波がこなければいいなと
ちょっと考えている次第です。

　　　　　　　　先週開催の定例理事役員会
　　　　　　　で今後のプログラムを議論し
　　　　　　　ました。
　　　　　　　◦予定していましたクリスマ
　　　　　　　ス例会は12月22日に少し人数
を絞って、奥様と会員のみで開催という案内
が届いていると思いますので、期限までに出
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今できる親睦と奉仕を！
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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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欠の確認をお願いします。
◦１月以降も新年例会など感染状況をみなが
らになりますが、夏川戸委員長を中心にいろ
いろな企画を検討しています。
◦₂月₆日のカルタ大会の企画に向けて、橋
本委員長を中心に企画していますのでご協力
のお願いがあるかもしれません。その際はよ
ろしくお願いします。
◦今後の例会の形について今日からテーブル
を編成をして、指定席という形でとらせてい
ただきました。入室時にテーブルを確認して
指定されたテーブルにご着席いただくことを
お願いします。
◦今後の例会に関してはこれまで通りハイブ
リッド例会という形での開催を続けることを
決定しました。特に現在の状況ではオンライ
ン推奨という形は外して、ハイブリッド開催
でできる限りの出席をお願いしたいのと、最
近はやりのSDGSではありませんが、出欠確
認をしっかりしていきたいと思います。フー
ドロスを減らしていきたいので、急に出席で
きないことがありましたら早めにご連絡いた
だくことをお願いします。

南グループガバナー補佐　岩岡隆雄様ご挨拶
　　　　　　　　今年度いろいろと勉強させ
　　　　　　　ていただきながら各クラブを
　　　　　　　訪問させていただいています
　　　　　　　が、いよいよ最後のガバナー
　　　　　　　公式訪問にお邪魔しています。
10月の地区大会は皆さんのご参加、全員登録
が叶わなかったのではないかということで、
地区大会は無事に行われましたが、この後の
スケジュールも含めてご案内をさしあげたい
と思います。
　南グループとして計画しているのはＩＭで
す。₂月19日にグランドホテルでＩＭを計画
しています。このままコロナが落ち着いている
ことを想定してぜひ懇親会もやらせていただ

きたいと思っています。八戸東ＲＣも₂か月
近く例会を休みましたので、現在実行委員会
組織があわただしく動いている最中です。近
日中に各クラブにはＩＭのご案内が届くかと
思います。親睦の時間もしっかり取りたいと
思っていますのでぜひご参加よろしくお願い
します。

地区副幹事長　山中たける様ご挨拶
　　　　　　　　当初随行員を募ったときに
　　　　　　　南部ロータリークラブと八戸
　　　　　　　クラブが₂日続いていました。
　　　　　　　わたしはずるい考えを持って
　　　　　　　一番に抑えガバナーに前乗り
で泊りで行きましょうと言ってそれでＯＫを
もらいました。コロナでずれてしまいわたし
は南部ＲＣ、三沢ＲＣ、八戸ＲＣと₃回走る
ことになりました。やはりずるい考えは持つ
ものではないと思いました。

　　　　　　　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
　　　　　　　成田秀治ガバナー
　　　　　　　岩岡隆雄ガバナー補佐
◦誕生祝　接待一雄・夏堀礼二さん
◦奥様誕生祝　山田慶次・村舘珠樹さん
◦結婚記念日　村舘珠樹さん
小井田和哉・深澤　隆�
正部家光彦・築舘智大
　　　　　　　　　　　成田ガバナー今日は
赤澤栄治・広瀬知明　�
　　　　　　　　　　　宜しくお願いします。
夏川戸　斉・小林幹夫
紺野　広・峯　正一　�
橋本八右衛門さん　飲みニケーションは必要
　　　　　　　　　です！
廣岡徹也・増田　敏�
　　　　　　　　　�ニコニコデー
廣田　茂さん　　　�

委　員　会　報　告
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ガ　　バ　　ナ　　ー　　講　　話

第2830地区ガバナー　成　田　秀　治　さん

　　　　　　　　最初はＲＩ会長シェカー
　　　　　　　ル・メータからの₈分ほどの
　　　　　　　メッセージ動画です。
　　　　　　　　先ほどのメッセージの中で
　　　　　　　生まれてきたことばは「奉仕
しよう　みんなの人生を豊かにするために」
です。なんでこういうテーマが生まれたかと
いうと、ロータリーに入って“超我の奉仕”
ということばに感銘を受け、最初は嫌だった
けれど自分が奉仕したら、それにずっぽりは
まり、奉仕することが生きがいになってし
まったということです。「奉仕しよう　みん
なの人生を豊かにするために」と同時に自分
の人生も豊かになるということから生まれた
テーマだそうです。
　わたしの地区スローガンの「ロータリーラ
イフを楽しもう」はそのままです。楽しんで
いただければという思いで地区スローガンと
して掲げさせていただきました。
　先ほどのＲＩ会長メッセージの中で言って
いるのは１つです。「もっと行動し、もっと
成長する」です。もっと行動するというのは
そのままで言えば奉仕活動をしましょうです。
成長するというのは参加してくれた基盤を広
げる。参加する人の基盤を広げて会員を増や
そう。奉仕をして基盤を広げて、会員増強に
つなげましょうということをテーマにしたと
いうことです。なぜなら世界のロータリーは
20年間120万人のまま横ばいです。日本とア
メリカは会員数が減っています。間違いなく
減っています。インドを含めた他は会員数が
どんどん増えています。ところが日本とアメ
リカは少なくなっています。会員数は１番目
はアメリカ、₂番目はインド、₃番目は日本
です。１番目と₃番目は会員数が減って、₂
番目のインドが頑張っています。120万人か
ら130万人に増やしたいというようなことで
のテーマになります。
　目標を達成するためにどうしたらいいか。
Ｈ１Ｂｒｉｎｇ１だそうです。１人が１人を

入会させる。もしできたらこんな楽なことは
ありません。ただ日本では無理です。日本で
は減っている状態なので、１人が１人を入会
させるのは無理ですが、わたしの地区のテー
マとしてはこの言葉をいじらせていただいて、
１人が１人を入会させるのではなく、「１人
が１人に声をかける」。これだったらいいん
じゃないでしょうかということで、目標に掲
げました。
　ロータリーの奉仕活動は今は、ロータリー
奉仕デーというのが出てきました。ではいく
つありますか？₃つです。ロータリーデー、
世界ポリオデー、ロータリー奉仕デーです。
＊ロータリーデー：₂月23日は創立記念日、
ポール・ハリスと₃人の仲間で会合を開いた
のは1905年₂月23日ですので、それにちなん
で₂月にはロータリーを紹介するイベントを
やりましょう。ロータリーはこんなことに力
を入れていますということを紹介するための
イベント、ロータリーデーを₂月にやりま
しょう。
＊ポリオデー：1905年にロータリーが始まっ
て80周年の記念事業で世界のポリオプラス企
画ということで、ポリオプラスに力を入れよ
うということで始めたのはポリオデーです。
ロータリーはポリオに力を入れていくという
ことで1985年にポリオプラス計画が始まりま
した。10月はポリオワクチンを開発した人の
誕生日なので、10月にポリオデーをやりま
しょうということになっています。これは
₅、₆年前にできた奉仕活動です。それまで
はロータリーデーしかありませんでした。
＊ロータリー奉仕デー：今年できました。何
月というのではなく、ロータリーの重点分野、
今まで₆つありましたが、成田年度から環境
保全というのが加わって₇つの重点分野にな
りました。₇つの重点分野に合致した奉仕活
動で、参加型・肉体労働です。本を寄贈する、
〇〇にマスクを寄贈するというのではなく、
肉体労働しましょうというのがロータリー奉



仕デーです。〇月という決まりはありません。
八戸クラブは₉月にロータリー奉仕デーをや
る計画だったそうですが延期されました。も
し機会があったらこれにチャレンジしていた
だければと思っています。
　地区目標として₉つ挙げましたが、わたし
が力を入れているのは１番目、₂番目です。
①公共イメージをあげるための奉仕活動をし
　ましょう：ロータリー奉仕デーもそうです
　が、公共イメージをあげるためには奉仕活
　動をしなければ公共イメージが上がりませ
　ん。奉仕活動をして報道機関にただで取り
　上げていただく。ただで取り上げていただ
　いてイメージをあげてください。広報をし
　てください。テレビだろうが、新聞だろう
　が、ネットだろうがとにかくどんな手段で
　もいいので、奉仕活動をしたら必ずただで
　宣伝してもらえるようなことを考えて、
　ロータリーのイメージを上げてください。
　　なぜなら会員増強につなげるということ
　です。１人が１人に声をかける。ようはＨ
　１Bring１、１人が１人を入会させるのは
　至難の業というよりも日本では無理です。
　１人が１人に声をかけるのは可能でしょう
　ということでこれにしました。あくまでも
　日本に合ったようなテーマ、目標にさせて
　いただいたということです。ここにいる皆
　様も同じように誰かから声をかけられて、
　この場にいて、ロータリーを続けているわ
　けですので、ぜひその思いを誰かに声をか
　けて。今すぐ入りません。今年声をかけた
　からといって今年入会というふうにうまく
　いくわけがないと思います。ほとんどは₂
　年後、₃年後、₅年後のために声をかけて
　いただければと思っています。
②ロータリーデーは₂月です。₂月はわたし
　の地域では奉仕活動をしている場合ではあ
　りません。₂月は雪かきでたいへんです。
　ですから全く考えずただ抜いただけです。
　₂月はわたしの地域では無理でしょう。
③クラブ設立：衛星クラブ₈人から、通常の
　クラブは20人から。あくまで会員増強のた
　めに衛星クラブを作ってください。いきな

　り₈人以上会員が増えます。通常のクラブ
　作っていただくと会員がいきなり20人増え
　ます。基本的には会員増強です。当地区は
　10月末現在で1,035人ですが、目標は1,200
　人まであと65人です。八戸クラブは会長方
　針で₂名は純増したいということでした。
　わたしに言わせれば₂名以上増やしていた
　だければと思っています。ぜひ協力をお願
　いします。
④ローターアクトは壊滅状態です。会員増強
　に努めてください。
⑤八戸クラブはMy Rotaryの登録率44％、27
　名の登録です。70％まで頑張ってください。
⑥ロータリー賞（ＲＩ会長賞）：これは沼田
　年度から自己申告制です。沼田年度では₆
　クラブがロータリー賞を受賞しました。今
　年度はそれを上回ろうということで、10ク
　ラブ以上を目標にさせていただきました。
　頑張っていただければと思います。
⑦財団・米山はいつも通りです。金額はあく
　までも地区の目標です。絶対150ドル、30
　ドルということはありません。あくまでも
　目標値ですので、これに向かって頑張って
　ください。寄付は無理をしなくても大丈夫
　です。やれる人はやりましょう。目標に向
　かって頑張っていただければと思っていま
　す。
⑧ロータリー奉仕デーは実際に₉月12日にや
　りました。参加クラブ、延期クラブ、中止
　になったクラブは青森県内40クラブのうち
　30クラブが参加表明をされました。八戸ク
　ラブは参加表明しましたが延期されたので、
　この30クラブに含まれています。2830地区
　は700人の登録がありました。海岸清掃、
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　公園清掃、川清掃など。
　日本の場合は34地区のうち30地区が参加し
てくれました。現在も続いています。やはり
コロナ禍で延期になった地区、クラブもあり
今現在もロータリー奉仕デーを続けていると
いう報告が上がってきています。日本だけで
10,000人です。海外は40ケ国20,000人以上の
参加と登録です。アメリカ、ブラジル、タイ、
フィリピン、スリランカなど日本も含めて
245団体、32,351人の登録です。この団体と
いうのはクラブの数ではありません。
　五所川原イブニングの属する西第１グルー
プは₇クラブ合同でやりましたので、１団体
となります。ガバナー補佐が頑張り150人の
参加。ロータリアンと一般参加が半々で海岸
清掃活動しました。その時のＲAＢニュース
です。₄トンダンプ、軽トラ１台でごみが₄
トンでたという計算になります。
　それと同時に写真コンテストもやりました。
グランプリ１名、準グランプリ₂名で1,000
ドル、500 ドル、100 ドルの賞金を出しました。
3,000ドルの賞金は2820地区（茨城県）で全
額もってくれました。世界からの応募数は
194点でした。グランプリはウガンダのロー
ターアクトの方で1,000ドル獲得しました。
ウガンダの年収は日本円で50,000円だそう
で、年収の倍の賞金をもらったことになりま
す。ちなみにこのウガンダローターアクト

の親御さんの年収は57,000円だそうです。
57,000円の年収が、自分の娘が写真で年収の
倍をもらったということですごく喜んでくれ
たという報告がありました。準グランプリは
フィリピンです。フィリピンの月収12,000円
くらいなので、50,000円の賞金をいただいた
ことになります。板柳の一般参加の方も応募
し100ドル獲得、日本人の場合は11,000円を
送ったそうです。
　10月開催のポリオデーは東京で開催。関場
慶博パストガバナー、八戸クラブの小林幹夫
さん、青森県から₃人が東京のポスターに使
われました。インドでのポリオ活動が全国的
に有名（世界的にも有名）なので、ポスター
に使っていただきました。東京の山手線、京
浜東北線、地下鉄、営団地下鉄などすべての
第１車両を全部貸し切ったそうです。さすが
東京はやることが違います。全電車の第１車
両にこのポスターを使ったそうです。
　国際大会はヒューストンです。ぜひヒュー
ストンにご参加ください。動画はMy Rotary
に入っていますのでご覧ください。₆月₄日
～₈日です。開会式は₆月₅日です。₄日に
観光、₅日に開会式、夜はガバナーナイトを
企画していますのでどしどしご参加ください。
ツアーを組みますので、案内がいきますので
ぜひ参加ください。最低気温は23℃です。
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