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奉仕をしよう みんなの人生を豊かにするために
国際ロータリー会長

今 で き る 親 睦 と 奉 仕 を！
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また今の世の中をいろいろ見ていくと、大

小井田和哉 会長

きな変化が起きるだろうと予想されている。

明けましておめでとうござ

こんなことから新しいものができてきたり、

います。先ほど黙祷を捧げま

何かが成長したり、それがどんどん伸びてき

したが、昨年末12月30日に当

いたりというような年、またそれに向けて準

クラブの金入忠清さんがご逝

備を進めていく、そういう年になるのかなと

去されました。ご冥福をお祈

思っています。

りしたいと思います。

年末は皆さんと一緒にクリスマスは奥様だ

みずのえとら

2020年今年は寅年、「壬寅」という年にな

けしかお呼びできませんでしたが、楽しく過

ります。“壬”というのは新しく生まれると

ごせました。ここに来て年末年始の人の流れ

いう意味があります。寅年は人の前に立つ、

があり、またコロナウイルスがちょっと広

成長するというような意味があるそうです。

がってきているようです。オミクロン株もい

この２つを組み合わせて「壬寅」という年は

ろんなところで発見されています。今後感染

新しく立ち上がること、あるいは生まれたも

が広がってくるようであれば、この例会をど

のが成長するという縁起のいい意味を持って

うしようか、感染が拡大している地域に出張

いる、そういう年だそうです。

された方はちょっと次の例会を見合わせてい
ただくなどの判断もこれからしていかなけれ

2022年は「準備の年」といっているものも

ばいけないかな。

あります。というのは2023年はいろんな大き
な変化が起きると予想されています。それが

以前やっていたように、またそういうこと

なぜかといいますと、1603年に江戸幕府がで

も考えていかなければいけないかなと思って

きて、そこから420年。60年で還暦で運気が

います。いろんなところで沖縄や三沢を含め

一回りしますが、それが₇回回って420年。

アメリカ基地でも感染拡大していますので、

ちょうど江戸幕府ができたときと同じような

皆さんも注意して、ちょっと緩んできた気持

巡りになっているということです。

ちをもう一回締め直して過ごしていただけれ
― ₁ ―

精一杯がんばりたいと思っていますので、

ばと思います。

皆さんどうぞご指導のほどよろしくお願いい

今年一年が皆様にとって充実した良い年に

たします。

なりますように祈念いたしまして新年最初の
会長要件とさせていただきます。

幹 事 報 告

入会式：
推薦者からの紹介

深澤

隆 幹事

道尻誠助さん

明けましておめでとうござ

小田山紀暢さんは八戸市で

います。小井田年度下半期の

お生まれになり、現在、株式

スタートということで気合を

会社丸紀山商不動産代表取締

入れて頑張って参りたいと

役社長として経営に従事され

思っています。

ています。実直なお人柄で

〇昨年末に基隆ロータリークラブから会員様

ユーモアのセンスもあり、社交性に富んでい

にということでパイナップルケーキをいただ

ます。またお酒が大好きです。社会に貢献し

きました。去年クリスマス例会にご参加され

たいという強い信念をもっておられ、これか

た方にはその際にお配りしましたが、ご欠席

ら八戸ロータリークラブで共に夢をアップ

された方のお手元にパインケーキをお配りし

デートできる人材ですので、宜しくお願いし

ています。

ます。

〇今年の₆月₅日～₇日にヒューストンで国
こ だ や ま のりまさ

新会員挨拶：小田山紀暢さん

際大会が開催される予定で、参加アンケート
調査と旅行案内がきています。コロナ禍で参

株式会社丸紀

加されることが難しいと思いますが、もし出

山商不動産代表取締役社長

席をご検討される方がいらっしゃいましたら

このたび入会させていただ
きます丸紀山商不動産の小田

事務局までご連絡ください。

山と申します。皆さんどうぞ

〇１月26日に佐々木職業奉仕委員長が一生懸

よろしくお願いいたします。

命やってくださり職場訪問例会を予定してい

わたしは不動産業を父の代か

ましたが、どうもかなり寒いだろうというこ

らやっていて、今までたくさんの地域の方々

とで実際に職場を訪問しての例会を急遽取り

にお世話になって会社を育てていただいたと

やめました。１月26日急遽例会となり、職業

いう感謝の気持ちを何か仕事以外のところで

奉仕委員会の卓話ということになりました。

も皆さんにお返しできないかという漠然とし

再度出席確認をいたしますので、ご回答をよ

た思いが常々ありました。

ろしくお願いします。

ただ実際に具体的に何をしたらいいかわか

〇市長が交代になり、地区補助金事業贈呈式

らない状況が続いておりました。その中で今

で市長に会う機会がありました。その際に会

回、道尻さん、佐々木さん、築舘さんにお声

長、幹事、熊谷新市長に名誉会員就任のお願

がけをいただき、こちらのクラブの奉仕活動

いをし、快くご快諾をいただきましたので、

を通じて今までお世話になった地元八戸、地

今後、熊谷市長は当クラブの名誉会員という

域社会に少しでも恩返しできればという思い

ことになります。
卓話をお願いしたいということでお願いし

で入会させていただきました。
わたし自身はまだ30代で少し早いかなとい

ましたが、まだお忙しそうですので、落ち着

う気持ちもありましたが、右も左もわからな

かれましたら例会参加で卓話をお願いしてき

い若輩者ではありますが、こちらの活動を通

ました。

じて少しずつわたし自身も成長していければ

〇下半期会費納入のお願いがメールボックス

と考えています。

に入っておりますので、ご確認のほどよろし
― ₂ ―

ロータリーの友委員会

くお願いいたします。

広瀬知明委員長

〇１月12日はロータリーの友委員会報告、19

「ロータリーの友でビブリ

日は新年例会（グランドサンピアで開催)、

オバトル」を今月からまた復

₂月₆日はカルタ大会、19日は南グループ

活させたいと考えています。

IMを予定しています。

去年₈月に行いましたが、そ
の時は菊地幹さん、鶴飼寿栄

委

員

会

報

親睦・会場委員会

さんとわたしの₃人で闘って、見事菊地さん

告

夏川戸

が優勝しました。コロナもあってそれ以降で
斉委員長

きませんでしたが、今回席替えのタイミング
に合わせて行うことにいたしました。

〇ニコニコボックスの報告
◦誕生祝

A・B・Cテーブルから１人を選んでいた

奈良全洋さん
築舘智大さん

だいて、次週自分の気に入った記事を選んで

～新年あけましておめでとう

いただいて₅分間発表していただきます。レ

ございます。今年もよろし

ターボックスにビブリオバトルのルール改め

くお願いします。～

て入れましたので発表される方はお読みくだ

◦奥様誕生日

小井田和哉・山村和芳・渡辺

鶴飼寿栄・佐々木泰宏・広瀬知明・植草
峯

正一・夏川戸

さい。皆さん一回りするくらいでやりたいと

孝・妻神和憲

思っていますので、ご協力お願いします。

務

発表者が決まりましたら広瀬までお願いし

斉・橋本八右衛門さん

廣田

茂・廣岡徹也・正部家光彦

増田

敏・川村幸雄・道尻誠助

福島哲男さん

ます。

ニコニコ




「昭和残像 人々の暮らし」という昔の写

デー

真集を出しましたが、第₂集「いきいきおら
んど昭和の子」を発刊しました。₃月15日に

社会奉仕委員会

橋本八右衛門委員長

落語₃人会を行いますので、広瀬までご連絡
ください。

12月24日に熊谷市長さんを
表敬訪問、八戸市介護予防セ
ンターへのニュースポーツの

３分間スピーチ

道具の贈呈式を行いました。

橋本昭一さん

現場では画像をとり、数日後

明けましておめでとうござ

にデーリー東北にも載せていただき、PRに

います。今年もよろしくお願

なったかと思います。

いいたします。会場に入った

現場では実際に会長対市長ということで、

らいきなり前原さんにおめで

15分という短い枠の中で競技のデモンスト

とうございます、と言われま

レーションをやらせていただきました。今は

した。年男でしょう？わたしは去年年男でし

コロナ禍でどうなるかわかりませんが、後ほ

た。１年ぶりです。
去年も一昨年から続いたコロナに振り回さ

ど現場を訪問して勉強する機会を作れればい

れた一年だったというふうに思います。その

いなと思っています。
今後はできるかどうか未定ですが、₂月₆

前までも行き過ぎた資本主義、格差がますま

日競技カルタ大会、ロータリー奉仕デーの海

す広がり、思いがけないような事件、事故あ

岸清掃が中止になったので、春先に暖かく

るいは温暖化での災害、今までかつてないよ

なったときに海岸清掃をやるか、何か新しい

うなことが起きています。成熟社会の末路と

ことを計画してやるかが社会奉仕委員会とし

はいいませんが、そういう状態だった中にさ

ては残っています。

らにコロナということになりました。それこ
そ大変な世の中でこれからどうなっていくの

その時はご協力よろしくお願いします。
― ₃ ―

か。年寄りですのでそんな先々まで心配する

すばらしい成績をあげました。これまでも何

立場ではありませんが、何となく気になりま

回かチャンスがあったのですが、最後にズッ

す。

コケてきました。今回もゴルフは上がり₃

こうなってくると戦争でも起きない限り、

ホールと言い、16、17、18で決まるわけで

新しい秩序が生まれないのではないかと思い

す。17までは₂つか₃つ離していましたが、

ます。何かどんでん返しでも起きて、ガラガ

19はやはりガタがきて最後ようやく一打差で

ラポンで新たな秩序や規範が生まれそこから

すばらしい成績をあげた。本当にすばらし

またスタートする。昔はそういうことがよく

かったと思います。

あったそうです。そこまで追い詰められた中

さらには大谷翔平です。二刀流、投げて

でさらにコロナ。本当に大変な世の中になっ

打ってまではいいのですが、さらに盗塁をし

たものだと思います。

ます。転んでけがをしなければいいなと思い

そういう意味では八戸も₈月に感染拡大し、

ますが、そういうものを屈託なく全てを楽し

₉ 月には県内でも学校関係やいろんな会合

んでいる。一生懸命だ。あの性格もいい性格

の活動がすべて中止という大変な１か月半

ですばらしい。グランドに落ちている紙屑も

だったと思います。その後いくらかよくなっ

スッと何気なく拾う。もらった商品を今まで

て動き出して、そしてまた 12 月にはようや

陰で頑張っている連中に分けてあげる。国民

く長横町も賑やかになったという話を聞いて

栄誉賞を辞退する。29歳ですよね。
どうやったらあんな考えがつくのかな。い

います。
今度はロータリークラブも新進気鋭の小井

い若い者です。松山英樹も29歳ですが。日本

田会長率いる軍団が7月からスタートしまし

でも19歳の若者、将棋の藤井聡太は19歳です

た。コロナコロナで例会も開けない、開いて

よ。これもすばらしい。いろんな分野で若い

も密にならないように、夏の納涼のなければ

人たちが出てきて、そういう人たちの世界に

という中で活動ができない、事業も推進でき

なってくるのかな。そういう人たちが出てき

ない、本当に苦労されてきたかと思います。

たことによって、世の中が変わっていくのか

何とか半年無事に過ごして折り返しにきまし

なというふうに頼もしく思うし、それを期待

た。あと ₆ か月、
大過なくとは言いませんが、

してみています。

本来の思いっきりの活動をして締めくくって

わが八戸ロータリーもまたそういう傾向に

欲しいものだなと期待しています。頑張って

あるのではないかと思っています。今までは

ください。

人数も多かったせいもありますが、八戸ロー

小井田会長のテーマ「今できる親睦と奉仕

タリークラブは70代か60代後半でなければ会

を」、ぴったりの事業が今年度でます。コロ

長をやれませんでした。それが今年度会長は

ナでなければ出来なかった事業。１月19日グ

50代前半です。20～30年ぶりかもしれませ

ランドサンピアでの新年例会は宿泊も付くと

ん。かつては村井達さんかわたしがそこら辺

いいます。こんなことは今まで考えることも

で会長をやりましたが、それは会員が110～

なかったかもしれませんが、ありうることも

120人いた当時のことです。今年度は50代前

なかった話です。これぞ“今できる親睦”か

半の会長、さらに40代の幹事です。すばらし

な。これは大ヒットです。わたしも行ってぜ

い体制が整って歩き出している。八戸ロータ

ひ泊まってみたいと思っています。本当にあ

リークラブも変わりつつあるのかなと思って

りがとうございます。

います。

いろいろ振り返ってみると、周りの人は世

そうしたら次年度の会長は40代、これもす

界遺産が決まった、道路が通ったとか言いま

ばらしい。市内のよそのクラブ、県内のクラ

すが、わたしはやはりゴルフです。昨年は松

ブをみてもそれくらいの年代の方はけっこう

山英樹がマスターズで日本男子最初の快挙、

会長をやっています。小さいし人数が少ない

― ₄ ―

ですからそうしなければ回っていかないわけ

家族もちゃんと迎えて頂けたということで、

です。わが八戸クラブはなかなかそういうこ

決して家庭崩壊していなかったということで

とができなかった。格もあるし人数もいるわ

スピーチをさせていただいています。

けです。そういう中で一気に若返ってきてい

さすがに₂年帰っていないとけっこう変

る。小林体制については心配していません

わっているところもあります。家族は変わっ

が、バックアップする正部家幹事はよろしく

ていません。奥さんはそのまま、子供も二人

面倒を見てください。

のまま。下の子は19才で今浪人生ですが、₂

その次の紺野会長はちょっと年代的には逆

年の間にわたしを越えてしまっていました。

戻りするかもしれませんが、それでも50代で

わたしも175㎝あるので決して背が低いほう

す。これもまたすばらしい。先ほど小井田会

ではないのですが180㎝を越えていました。

長が今年は準備の年だ、来年再来年に大変革

久しぶりに会ったらいつの間にか見上げる感

が起きるかもしれないとおっしゃいましたが、

じになっていました。家の周りが草むらのよ

再来年はわが八戸ロータリークラブにとって

うになっていて、何だこれは？と思ったら、

も大事な大事な年になるわけです。

うちの家族の誰も家の周りの庭を手入れして
いなかったので、とても大変なことになって

待望の築舘智大ガバナーの誕生です。
ちょっと会長にしてもガバナーにしても心配

いました。年末は全身泥だらけになりながら、

なところがないわけではありませんが、クラ

庭の掃除をしました。このご時世なので家族

ブを挙げて応援しますので、ぜひしっかり頑

で出かけるわけにもいかないので、逆に家で

張っていただきたいと思います。

家族でゆっくり過ごせて、それはそれでよ
かったかな。

八戸ロータリークラブここにあり、という
ところまでいかなくてもいいです。自分なり

25日に帰って、せっかくなのでクリスマス

の新しいロータリークラブ、新しい奉仕、親

をみんなでやろう。25日のクリスマスパー

睦の目安をつけるような、そういうクラブ運

ティーに始まって、₂年ぶりだったので26日

営やガバナーとしての仕事をして、ここに八

はもんじゃパーティー、27日はタコ焼きでタ

戸ロータリークラブあり、築舘ガバナーあり

コ焼きパーティと毎日理由をつけてやってい

ということを示していただければと思ってい

ましたが、どれもこれも子どもたちが食べた

ます。ここに前原義一さん、接待一雄さんが

いものだったような気もします。ずっとこっ

いらっしゃいます。とうとう仲間が一人亡く

ちで一人で食事をしていましたが、やはり家

なり寂しくなってきましたが、わたしは紺野

族で食べる食事はいいなと改めて思いました。

会長、築舘ガバナーのところまでは何とか見

残念だったのは家族で一緒に出かけるとい

届けたいと思っていますので、今年一年よろ

うことをしたかったのです。千葉だと成田山

しくお願いします。

新勝寺の初詣が有名で、例年なら₃ケ日で
300万人くらい来るところで、明治神宮に次

奈良全洋さん

いで₂番目に参拝者の多いところです。そう
新年明けましておめでとう

いうところに行くとすごい賑やかで楽しいの

ございます。年男ではありま

ですが、さすがにこの時代、今のこのご時世

せん。１月１日で54才になり

はそういう人混みに出るわけにも、というこ

ました。この年末年始に₂年

とでなかなか出かけることもできずに過ごし

ぶりに家族のもとに帰省して

てきました。

参りました。いろんな方からいろいろ言われ

出かけたのは免許の更新とお土産を買いに

ました。帰ったらあんた誰？って言われちゃ

行ったくらいです。皆さんのお席にあるもの

うんじゃないかと思いましたが、帰ってみた

は、千葉に鯛の浦というところがあります。

ら家もちゃんとあり、表札もちゃんとあり、

日蓮上人の生誕の地と言われているところで
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す。千葉の房総半島の先、鴨川の方の名物の

あったりするとわたしはどちらかというと物

鯛煎餅です。₂年半ぶりに家族に会った喜び

事を悲観的にとらえますので、どこか痛いと

を皆様にもおすそ分けしようと思ってお土産

いうとガンかな？そういうふうな極端な思い

としてご用意しました。形は鯛ですが、中身

込みをするほうです。なので、体安心という

は鯛のエキスです。浜松のうなぎパイのよう

ことで今年はそういうことを目標に掲げてい

なものだと思ってください。久しぶりに帰省

ます。

できてひじょうに楽しい年末年始を過ごさせ

わたしは常日頃持病があり、紺野先生に

ていただきました。ここで心機一転、八戸で

ずっとお世話になっています。3か月おきに

仕事にもロータリークラブのさまざまなイベ

採血をして、たまにエコー、たまにカメラと

ントにも頑張っていきたいと思います。

いうことをやっているので、対象になってい

本年もどうぞよろしくお願いします。

る部位は大丈夫だと思いますが、今年はしっ
かり診てもらって、次の50年に向けて頑張り

橋本八右衛門さん：

たいと考えています。体が資本です。

先ほど橋本昭一さんからク

八日町界隈はいろいろ騒がれています。そ

ラブの方が若い会長、幹事さ

れはいい方になるように頑張って参りたいと

んだというお話がありました。

思っています。それよりも早く今年の春にほ

わたしは昨年50才になりまし

こるやの建物を返してもらいました。あそこ

た。50才という年齢は年を

にいつ来てもうちのおいしいお酒が買える、

取ったなということを感じていました。それ

飲める。酒屋の顔としてそのような直売所を

で年男ではありませんが、今年の目標は50才

作り上げる、春にはそれができあがることを

というこの節目を体の整備に使いたいと思っ

目標にして、今動いています。八日町も気に

ています。

していただきながら、₉代目橋本八右衛門が

先代の親父がけっこう早いうちからやはり

何を成しえたかという部分で少し節目になる、

体が資本だということで、たぶん人間ドック

いろいろ目標を掲げて動かなければいけない、

に毎年入っていました。わたしも人間ドック

そういう大切な一年を過ごしていきます。当

を早いうちに入らないと、と思いながら40才

然ロータリーの社会奉仕委員長として頑張っ

だとまだ若い、45才だとどうしようかと思っ

ていきますので、どうぞよろしくお願いいた

ているうちに50才。それで何か体の不調が

します。
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