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　　　　　　　　今日は12月15日で“年の瀬”
　　　　　　　を迎えました。何かと忙しい
　　　　　　　日々をお過ごしかと思います
　　　　　　　が、体調には十分注意してい
　　　　　　　ただければと思います。
　今週の月曜日に今年の漢字が発表されまし
た。「金」でした。東京オリンピックの日本
人選手の金メダルラッシュから金が連想され
たのだと思います。
　昨年2020年は「密」、2019年は「令」、2018
年は災害が多い年だったので「災」。密、災
からしますと今年の「金」はやはりちょっと
明るい方向で良かったのかと思います。
　この場でガソリン価格の話を何度かさせて
いただいています。最新（先週水曜日）では
全国平均のレギュラーで168円。今日も14時
に資源エネルギー庁から全国平均が報告さ
れますが、恐らく数円下がっていると思い
ます。
　12月₉日からエネオスと出光はけっこう大

きく卸価格を下げています。コスモは金曜日
から下げています。八戸でも今週末からセル
フで150円代だったのが147円くらいに₈円く
らい下がりました。実際に元売り価格はそこ
まで下がっていませんが、それ以上の値下が
りが八戸のSSではありませんが八戸では出
ています。
　ただ恐らくまた明日からの価格は下がった
分の半分くらいは上げになるのではと予想さ
れています。国で170円を超えたら補填して
値段を下げるようにしてということを言って
いましたが、しばらくはそこら辺の発動され
ることはないかなと思います。
　トヨタ自動車がEV化、2030年までに₄
兆円投資して30車種のEV車を発売、年間
350万台販売を目指すという発表もありまし
た。
　そういうことも含め車のエネルギーあるい
は暖房用のエネルギーが今後どうなるかは、
わたしの仕事的にも非常に注意してみていき
たいと思っています。
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◦特にありません。
◦今年の昼の例会は今日が最後です。来週は
クリスマス例会で夜の例会です。最終週は休
会になっています。
◦例会後に理事役員会が₂Ｆトパーズであり
ますので理事役員の方はご出席お願いします。
１月例会プログラムなどを承認いただき早め
に出欠の確認を皆様にお伝えいたします。食
事ロスが最近出ていますのでご自身のスケ
ジュール把握と例会への参加、急な予定変更
の場合はご連絡をいただけるようお願いしま
す。
◦来年１月19日㈬には新年例会を予定してい
ます。クリスマス例会は夏川戸親睦会場委員
長がいろいろ工夫されてお楽しみを用意され
ているそうですので期待してください。

親睦・会場委員会　　　　　　増田　敏委員
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝
　　　　　　　　　今　彰夫・松本剛典
　　　　　　　　　福井哲郎さん
　　　　　　　◦奥様誕生祝
　　　　　　　　　永澤　信・廣岡徹也さん
◦結婚記念日　川村幸雄さん
小井田和哉さん　築舘さんよろしくお願いし
　　　　　　　　ます。
今　彰夫さん　水曜会ゴルフで年間優勝し
　　　　　　　ちゃいました。
橋本八右衛門さん　新春しぼりたて、〆切が
　　　　　　　　　今週末となっております。
山田慶次・夏川戸　斉さん　ニコニコデー

委　員　会　報　告

ロータリー情報委員会担当卓話

「地区の組織を勉強してみよう」
築　舘　智　大　委員長

　　　　　　　　皆さんのレターケースの中
　　　　　　　に資料が入っていたと思いま
　　　　　　　すが、今日はそれについてお
　　　　　　　話しします。
　　　　　　　　ロータリー情報委員会は
ロータリーの情報を皆さんに提供するという
委員会です。ですからロータリーを少しだけ
勉強した方ということで歴代会長の₃名が委
員会に属しています。
　わたしは₃年前ですので委員長、次は副委
員長の佐々木泰宏さん、その次は道尻誠助さ
んと来年、再来年がこの二人が委員長に変
わっていきます。小井田さんが委員になり、
次は小林幹夫さんが委員という形になります。
　本来はロータリーの情報を皆さんにお伝え
するというのと、今年度はわたしが新会員応
援隊というものを作り、新会員の方々にこう
いった公的な場ではなく、お酒を交えながら
ざっくばらんにロータリーの話をしたいと
思っていましたが、今のコロナ禍の中でなか

なかそれができませんでした。ですからこれ
がずっと収まっていてくれたら、来年のお正
月気分が抜けた辺り、１月末から₂月の最初
にもしコロナが落ち着いていたらやりたいと
思っています。
　ロータリー情報委員会では今回は財団の話、
米山の話、ロータリーの歴史、四つのテスト
の和訳などいろいろありますが、今回は「地
区の組織を勉強してみよう」ということで、
地区組織図を皆さんのところにお配りしてい
ます。本来は地区要覧が皆さんのお手元に届
いていて、これにいろいろなことが全て書い
てあります。それを抜粋してお話しします。
　皆さんにお配りした資料P₂地区予算：地
区は何をやっているのか。いろんなお金がど
こから出てどうなっているのかも、この中に
全て書いてあります。P3送金カレンダー：
これは皆さんが会費として納めた中から事務
局の山田さんが半年に１回、もしくは年に１
回地区やRIに送金しているカレンダーにな

幹 事 報 告　 深澤　　隆 幹事
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ります。
　今回なぜ「地区の組織を勉強しよう」とい
う題にしたかといいますと、再来年わたしは
ガバナーになることになっていますので、皆
さんのご協力なしには到底なしえないわけで
す。ですから皆さんも村井達さんの後、久々
のガバナーですので地区のことについてご存
じの方はかなり少ないのではないかと思い、
この題にしました。
　地区組織図：
　一番上はRI会長シェカール・メータさ
ん（インド)、RI会長テーマは「Serve to 
Change Lives 奉仕をしよう みんなの人生を
豊かにするために」で、全世界のロータリア
ンがこの標語の元で頑張っています。
  2830地区：
　2830地区の現ガバナーは成田秀治さん（五
所川原イブニングRC)。地区スローガンは
「ロータリーライフを楽しもう」です。ガバ
ナーはご自分では簡単な標語だと言って自慢
しています。わたしも自分の標語を何にしよ
うかと悩んでいます。ガバナーエレクトは田
中常浩さん（むつRC)、ガバナーノミニー
築舘智大（八戸RC)。
　ロータリーリーダーシップ研究会（RLI)：
　1992年にアメリカ合衆国で始まり、2002年
にRI理事会でこのプログラムを推奨する決
議が採択されました。この目的は指導者を開
発し、ロータリアンの質を改善する。参加者
は将来ロータリー活動の指導力を発揮できる
人に焦点を当てるもので、特定の会長、次期
会長、委員長という方を特に出席義務者とし
ているわけではありません。特別なセミナー
があります。興味のある方は参加されたらい
いのではないかと考えます。
　ガバナー補佐：
◦東第１グループ岡山信広（六ケ所RC)…
　むつ・野辺地・七戸・東北・むつ中央・六ケ所
◦東第₂グループ小比類巻雅祥（三沢RC)…
　三沢・十和田・十和田東・おいらせ・三沢東
　十和田八甲田
◦西第１グループ今淳一（つがるRC)…
　五所川原・金木・鯵ヶ沢・鶴田・五所川原中央

　つがる・五所川原イブニング
◦西第₂グループ工藤昭義（板柳RC)…
　弘前・弘前東・板柳・黒石・大鰐・弘前西・平賀
　尾上・弘前アップル
◦中グループ蒔苗亜希子（青森北東RC)…
　青森・青森北東・青森中央・青森モーニング
◦南グループ岩岡隆雄（八戸東RC)…
　八戸・八戸東・三戸・五戸・南部・八戸北・八戸
　南・八戸中央・八戸西
　すべてガバナー補佐はそれぞれにIMを開
催します。南グループでは2022年₂月19日、
八戸グランドホテルでIMを開催することに
なっています。
　地区表彰委員会：
　直前ガバナー、ガバナー、ガバナーエレク
トおよび前任のガバナー補佐。
　RI表彰　ロータリー賞、個人の表彰、
　　　　　　ロータリアン以外の表彰
　地区表彰
　◦奉仕活動優秀クラブおよびロータリアン
　◦会員増強優秀クラブ
　◦出席成績優秀クラブ
　◦広報活動優秀クラブ
　◦ロータリー財団寄付成績優秀クラブおよ
　　びロータリアン
　◦米山記念奨学会寄付成績優秀クラブおよ
　　びロータリアン
　◦国際平和資金寄付優秀クラブ
　◦長寿ロータリアン
　◦その他 当委員会で適当と認めた者　を
　地区大会のときに前年度の表彰を行うもの
で、その選考委員になります。
　先日、地区大会が行われましたが、八戸
ロータリークラブからも何名か表彰されまし
た。わたしも₃、₄年前、会長のときに奉仕
活動優秀ロータリアンでいただいています。
これはロータリーデーを地区で初めてわたし
がやったとしていただきました。
　地区諮問委員会：
　メンバーはパストガバナーの方々です。地
区管理のあらゆる面について、ガバナーに助
言する立場にある方々です。
　ガバナー指名委員会：



　次のガバナーノミニーをガバナー就任直前、
24カ月以上30カ月以内にノミニーの候補者を
推薦します。今くらいに決まり、ノミニーデ
ジグネートと言います。ですからデジグネー
トという役職は約半年くらいしかなく、すぐ
₇月になるとノミニーになります。去年の今
ぐらいにわたしが決まったと思いますので、
去年の今頃はデジグネートだったと思いま
す。その時の委員長は長嶺康廣パストガバ
ナーでしたので、わたしも相談に伺いまし
た。
　国際大会推進委員会：
　観光会社と一緒に地区ナイトやホテルの手
配を全部担当する部署です。
　地区大会：
　地区大会は先々月に五所川原で行われまし
た。この部署は企画担当、運営すべてを担当
します。前年度からの宣伝誘致のプログラム
から始まりますので、次年度むつで行われま
す次年度地区大会は来年10月ですが、その時
にはすでに今「今度は八戸ですよ」という
ビデオを流したり、横断幕をもって担当の
方々、委員会の方々はそこに行って「今度
は八戸ですから皆さん来てくださいね。」と
言って発表しなければいけません。これはそ
ろそろ決めていかなければならない時期にな
りました。
　地区研修委員会：
　ガバナーおよびガバナーエレクトが地区の
指導者に研修を行う。地区研修計画全般を監
督する、支援も行います。
　DTTS：
　毎年₂月に行われますので、来年₂月はわ
たしがやらなければなりません。ガバナーエ
レクトが１月に研修をしにアメリカに行って
きます。前年度成田ガバナーもZOOMでし
たが、今回もコロナ禍ですのでZOOMでや
られます。１週間くらい缶詰になって研修を
受けます。その時のRI会長の
テーマを基に自分なりの地区のテーマを考え、
それをガバナー補佐、地区委員長・委員に発
表する。これに従って１年間よろしくお願い
しますというのがDTTSです。

　PETS：
　毎年₃月に行います。会長幹事は必ず出
なければいけないことになっています。会
長幹事エレクトの研修セミナーです。この
DTTSを受けてガバナーエレクトは今度は
自分の年度の会長幹事にRIのテーマと自分
の考え方を伝える。会長幹事がそれぞれのク
ラブにそれを持ち帰って、皆さんにお伝えす
るということになります。
　DTA：
　地区協議会です。これは毎年₄～₅月に開
催されます。ロータリークラブの次期指導者
が任務に備えて準備するためのものです。
　危機管理委員会：
　前年度よりコロナ関係の地区方針等もこち
らで決めさせていただいています。関場慶博
PGをはじめガバナー、直前ガバナー、エレ
クト、弁護士の花田さんに入っていただいて
います。各委員会委員長の方々にも入ってい
ただいています。青少年交換プログラムの絡
みもかなりあります。預かった子供たちもし
くは派遣した子供たちがいろんな事件に巻き
込まれたりいろいろしますので、外部の方々
もということで青森山田高校、聖愛高校の先
生方もメンバーとして入っています。
　戦略計画委員会：
　ガバナーの指示により幅広く地区の問題点
を洗い出す。地区の問題点を洗い出して改善
が必要であればその方法を検討する。今月18
日に開催されることになっています。今回の
課題は会員増強へのリーダーシップ、クラブ
強化、小規模クラブのサポート、ガバナー補
佐の早期選出と研修の援助、ガバナーエレク
トの責務、その他としてクラブのデジタル
化。
　今はzoom、My Rotaryにほぼほぼすべて
の情報が載っています。会長幹事はもちろん
のこと、各委員長、もしくは地区委員長、地
区委員はすべからくMy Rotaryを見ながら進
めていく。今の現状はどなっているかもすべ
てMy Rotaryに書かれています。地区要覧は
必ず出ると思いますが、いろんな意味でこの
ような冊子もほぼほぼこれからはなくなって、

― ₄ ―



すべてMy Rotaryから見るようにしましょう
というようになっています。ですから皆さ
んもMy Rotaryにログインできるようになっ
て、常にそれを見ていると、本当に幅が広く
山のように情報が載っています。ぜひログイ
ンできるようにしていただければと思います。
　地区監査委員・地区財団監査委員：
　当クラブより小林幹夫さんも参加されてい
ますが、地区と地区の財団の財務の監査を行
います。監査の知識を持っている方とパスト
ガバナーがメンバーになります。
　地区委員会：
　クラブにもある委員会の地区としての活動
および各クラブの委員会のサポートを行う部
署です。アドバイザーおよび副アドバイザー
はパストガバナーが務めます。
◦会員増強委員会：
　今年度の目標です。まだミラクル1200を
言っています。公共イメージ向上委員会と一
緒にPR活動して会員増強に努める。
◦公共イメージ向上委員会：
　八戸中央ロータリークラブの上野実穂さん
が委員長で、₇月～₉月に地元の民放で各ク
ラブの奉仕活動をPR。今年も₇月～10月く
らいまで４カ月、RABなどでロータリー
のCMを流していたと思います。あれで100
万円だそうです。ご覧になった方はいらっ
しゃいますか。各クラブの奉仕活動などを
Facebook等のSNSで投稿する。地区委員
会の会議、インターアクトクラブのオンライ
ン化などの技術支援になります。
　わたしの年度で広報活動の広報イメージ部
門の100万円をいただき、地区ゆるキャラを
作ろうと思っています。ロータリーの着ぐる
みです。いろいろなところで奉仕活動をした
ときに常に“ロータリー君”が隣にいる。
そっちのほうイメージがいいのではないかと
思って考えています。
◦社会奉仕・職業奉仕委員会：
　委員長は弘前ロータリークラブの三上貴生
さん。青森大学で「じょっぱり経済学」を
やっていて、それは青森大学のカリキュラム
の１つの単位にも組み込まれています。ロー

タリアンが自分の持っているいろんな職業的
なものなどを学生の前で１時間講義をするこ
とをずっとやっています。当クラブからは久
保浩視さんが講師として一度出席していると
思います。他にロータリー奉仕デーの実行が
今年度の目標です。
◦国際奉仕委員会：
　委員長は十和田東ロータ　リークラブの白
山春男さん。コロナ禍の中でなかなか活動で
きないと言っていました。
◦ロータリー財団委員会：
　ロータリー財団委　員会、地区補助金委員
会、グローバル補助金委員会、資金推進委員
会、平和フェローシップ・奨学金・学友委員
会、ポリオプラス対策委員会で構成されてい
ます。
◦ロータリー財団委員会：
　ロータリー財団セ　ミナーの開催。先日、
むつロータリークラブの佐々木眞一財団委員
長に来ていただいて卓話をいただきました。
◦地区補助金委員会：
　各クラブより地区補助金を使った奉仕活動
資金の受付、審査、確定および各クラブの奉
仕プロジェクトの総括を行います。
◦グローバル補助金委員会：
　2830地区で行っているタイとの「水と衛生
の事業」の継続。各クラブからグローバル補
助金を使った事業の募集。これはわがクラブ
でも小井田会長を中心に今、基隆ロータリー
クラブと一緒にグローバル補助金事業を進め
ています。今年度中に決まりそうですよね？
決まりましたら、あとで会長から報告がでる
でしょう。
◦資金推進委員会：
　ロータリー財団、ポリオプラスの寄付のお
願い。
◦平和フェローシップ･奨学金･学友委員会：
　ロータリー平和センター提携大学で学ぶ
フェローの募集と選考。皆さんご存じです
か。ロータリー平和センター提携大学は全世
界に₈校あります。その中の１つが日本の国
際基督教大学です。大学を卒業した大学院
生クラスの方々がそこに行って、平和や紛

― ₅ ―



争解決などの授業を₂年および₄年間学 ん
で、たいていは国連に行ったり、NGO
に行ったり、JICAに行ったりなど、そう
いった方を養成する大学があります。それの
募集と選考。それにロータリークラブはもの
すごいお金を使っています。緒方貞子さんも
こちらの出身です。ああいう方々を輩出する
ためにロータリーは相当お金を使っていると
いうことになります。
　グローバル補助金も奨学生の募集、選考。
地区補助金を使った奨学生の募集、選考もあ
ります。
◦ポリオプラス対策委員会：
　今年度は海外活動はできませんでした。寄
付はお願いします。
　来年１月も行く予定にしていたようです
が、新型オミクロン株が出て急遽中止に
なっています。
◦青少年奉仕部門：
　青少年交換委員会、インターアクト委員会、
ローターアクト委員会、RＹＬAで形成され
ています。
　これもコロナ禍の中で今年度もいろいろ事
業ができていないというのが現実だと思いま
す。
◦米山記念奨学委員会：
　委員長は弘前アップルロータリークラブの
三浦順子さんです。できるだけ多くのクラブ
で卓話をしたい。奨学生の各クラブへの参加
促進、地区ホームページによる広報活動をこ
れからやっていきたいと言っています。

　会員増強委員会、ロータリー財団委員会、
米山記念奨学委員会はわたしの年度ではすべ
てのクラブに委員長および委員に行っていた
だいて、その趣旨を皆さんにご理解いただけ
るように全クラブをまわるようにしたいと
思っています。40クラブありますので、なか
なか全部まわるのはたいへんであれば、例会
が同じ曜日のところをZoomでつないで一
緒になるなど。今月はロータリー財団月間で
すから財団の方をお招きするのではなく、空
いたところにどんどん入っていただいて、す

べてのクラブにお願いをしたい。
　これは寄付額を１人〇ドルと方針が出ます。
これはRIから必ず言われてきますが、それ
よりも寄付は数値目標ありきでスタートする
のではなく、皆さんのご理解をいただいて、
皆さんの浄財をいただくので、いくらでもい
いわけです。ただ何もしないと何もないこと
になるので、なるだけ委員長が各クラブにど
んどん行って、寄付金はこういうことに使わ
れていると皆さんに説明してご理解をいただ
いて、寄付をしていただく方法をできれば
とっていきたい。
　地区の組織の説明をしましたが、結局わた
しが言いたいのは₂つあります。
　１つは各委員会の構成をみると南分区の会
員の数が少ない。特に八戸ロータリークラブ
も地区監査の小林幹夫さん、公共イメージ向
上委員会の橋本八右衛門さん、ローターアク
ト委員会の正部家光彦さんの₃名だけです。
実際に地区委員は70人以上の方が地区で活躍
されていますが、そのうち八戸クラブは₃名
です。これはちょっと私的には伝統と格式あ
る八戸クラブからはあまりにも少ないという
気がして寂しいと思います。ぜひ皆さんの積
極的な地区への関りを期待したいと思います。
わたしはガバナーノミニーの立場ですので、
ぜひこれを機会に地区との関りともっていた
だきたいと考えています。
　₂つ目は現在の成田年度の構成を見ますと、
クラブから先ほどの地区委員とは別に地区業
務を担うことになります。これは相当の人数
です。地区幹事長、副幹事長、いろいろな担
当がたくさんいます。五所川原イブニングは
会員数31名ですが15人くらいでなければなり
ません。その他にも地区委員長、委員にも出
ていますので、かなりクラブ全体でガバナー
のために動いているということになります。
何名かお借りしている部分もあります。
　ぜひわたしの年度でも皆さんの力をお借り
して、そうしませんとわたしの活動はままな
りませんので、皆さんの協力をぜひお願いし
たいというところが、わたしが今日お伝えし
たいところです。

― ₆ ―
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第₃₂₁₀回　ク リ ス マ ス 例 会 ２０２１．１２．２２
　クラブ恒例のクリスマス例会は12月22日午
後６時30分から会員と奥様だけの参加で八戸
グランドホテルで行われました。
　例会は正部家光彦副幹事の進行により会長
要件、幹事報告がありました。引き続きクリ
スマスパーティでは夏川戸親睦家族活動委員
長の進行で開会の挨拶、そして会長挨拶、乾

杯は村井達副会長の発声で始まりました。ア
トラクションではジャズピアノの佐々木玲子
さんとトロンボーンの藤田直哉さんの二人の
ポピュラーな演奏がありました。中締めは小
林会長エレクトの三本締めでおひらきとなり
ました。



― ₈ ―


