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▶︎ビジター　南グループガバナー補佐
　　　　　　久保隆明さん（八戸北）

久保隆明南グループガバナー補佐：
　　　　　　　　今年度ガバナー補佐となり
　　　　　　　ました。所属は八戸北ロータ
　　　　　　　リークラブで、職業分類は司
　　　　　　　法書士です。ロータリー経験
　　　　　　　不足ですので、お気づきの点
などありましたらご指導いただければと思い
ますので、よろしくお願いします。
　今年度ＲＩ会長はジェニファー・ジョーン
ズさんという国際ロータリーで初めての女
性会長です。ＲＩテーマは「Imagine Rota-
ry」、2830地区ガバナーはむつロータリーの
田中常浩さん、今年度のスローガンは「ロー
タリアンの思いをつなぐ」です。
　先日地区要覧が配られたと思いますが、そ
ちらに₉つの地区目標が掲げられています。
達成できそうなものがあればぜひチャレンジ
していただければと思います。またミラクル
1200も継続中です。会員増強はさることなが
ら退会防止に力を入れているクラブもたくさ
んあります。ぜひ退会防止も力を入れていた

だければと思います。コロナでどこのクラブ
も運営が難しい状況下ではありますが、クラ
ブが皆様の拠り所になれば退会防止につなが
るのかなと思っています。
　来週、八戸クラブさんは公式訪問を迎えま
す。わたしもぜひお伺いさせていただきます。
先の話ですが、来年₂月11日にＩMを企画し
ています。八戸北クラブでは今年地区補助金
で子ども食堂への支援をしますが、それにち
なんだ講師をお呼びしてＩMを開きたいと、
目下企画中ですので、ぜひご予定を空けてお
いていただきたいと思います。
　ガバナー補佐はグループと地区をつなぐこ
とが役割と言われていますので、何かありま
したら何なりとお電話をいただければと思い
ます。１年間どうぞよろしくお願いします。

　　　　　　　　先週は今年度の会長方針を
　　　　　　　お話しさせていただきました。
　　　　　　　きょうはロータリークラブの
　　　　　　　始まりについてお話しさせて
　　　　　　　いただきます。ロータリー歴
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の長い方ほどそういった話は耳にタコができ
るほど聞いているかと思いますが、何事にも
始まりがあることだけは伝えたいと思ってい
ます。そうすれば改めて新しいことを知るの
ではないか、ＲＩ会長の言っているように過
去を知ることによって未来がイメージできる
のではないかと思います。
　ポール・ハリスがロータリークラブを作っ
たのが1905年₂月です。和暦では明治38年で
す。その前年の1904年から日露戦争をやって
います。1905年に日露の戦争講和条約ポーツ
マス条約が締結され、樺太の一部を日本が領
土として占領することになりました。そう考
えると現在の世の中と100年以上前の世の中
があまり変わらないのではと思うのはわたし
だけでしょうか。一方ではわれわれのように
友愛を奉仕の精神を実践しようということを
していますが、他方では正反対の戦争が発生
する。われわれの目指すべきところはこうい
うことを見ることで改めて認識できると共に、
コロナという感染症が拡大していますが、い
つロケットが落ちてくるか分からないという
環境ではないことに改めて感謝する次第です。

　　　　　　　〇来週のガバナー公式訪問の
　　　　　　　日程と皆様へのお願い
　　　　　　　₇月20日㈬
　　　　　　　　10：00～ 会長幹事面談
　　　　　　　　11：00～12：00 クラブ協議会
出席対象者：理事・役員・各委員長・入会₂
年以内の新会員
　12：30～ 公式訪問例会
　　　　　出席対象者：全会員
　　　　＊服装は上着、バッチ着用　ネクタ
　　　　　イはクールビズでよい。

親睦・会場委員会　　　　　　増田　敏委員
○ニコニコボックスの報告
◦奥様誕生祝　鶴飼寿栄さん

　　　　　　　小林幹夫さん　久保ガバナー
　　　　　　　補佐、よろしくお願いします。
　　　　　　　工藤義隆さん　◦小林会長の
　　　　　　　ご活躍をお祈り申し上げます。
　　　　　　　◦正部家幹事には１年間たい
へんお世話になります。
夏堀礼二さん　小林会長、１年間宜しくお願
　　　　　　　いします。
橋本八右衛門さん　こんな中ではありますが
　　　　　　　　　夏酒よろしくお願いしま
　　　　　　　　　す。
山村和芳・中村稔彦さん　ニコニコデー　

「ブルーベリーチャレンジクッキング」報告
小林幹夫会長

　₇月10日㈰にブルーベリー狩りを市内の幼
稚園児と行いました。翌11日には東奥日報に
記事を載せていただきありがとうございまし
た。
　10日は選挙の日だったので、待ち合わせも
投票所になっていてじゃっかん混乱しました。
東奥日報の記事を紹介します。「八戸ロータ
リークラブは10日、八戸市内の幼稚園に通う
子どもとその親を対象とした食育活動を南郷
地区で行った。₇幼稚園から10組20人の親子
が参加し、地元産のブルーベリーの収穫と料
理を楽しんだ。参加者たちは島守地区にある
農園で収穫を体験。あいにくの雨だったもの
の味見をしながらおいしそうなブルーベリー
を探していった。引き続き南郷公民館では市
食生活改善推進協議会の協力を得て、ブルー
ベリーを使った蒸しパン作りや牛乳寒天への
飾りつけを行い、地元の食材に親しんだ。小
林会長は自然に触れたり、料理をしたり、子
どもたちには貴重な体験を通じてさまざまな
ことを考える力を身に付けた大人になって欲
　　　　　　　　　しいと話した。」
　　　　　　　　　　このような記事にして
　　　　　　　　　いただきありがとうござ
　　　　　　　　　いました。途中でブルー
　　　　　　　　　ベリーを採っている姿や
　　　　　　　　　子どもたちだけを集めて
　　　　　　　　　のなぞなぞ大会、メニュー

幹 事 報 告　 正部家光彦 幹事

委　員　会　報　告
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表、料理を作っているときの風景。
　やり終わった後に文化幼稚園からの参加者
の保護者が園長先生に感激して感想文をメー
ルで送ったらしいので、そのメールも紹介し
ます。「先日抽選で当てていただきました八
戸ロータリークラブ様のイベント、ブルーベ
リー狩りとデザート作りに参加させていただ
きました。まずもってとてもよい思い出に残
る企画でした。ブルーベリーが採れたことは
もちろんですが、何より子どもたちが外で活
動する笑顔、デザート作りをする一生懸命さ
にわたしも一緒に参加したお母さんもとても
喜んでいました。また目線は変わりますが、
このようなイベントが減っているためか、デ
ザート作りをサポートしていただいた方もい
い表情をされていました。感染対策はしてい
たもののコロナ前のような感覚でした。ロータ
リークラブの皆様のお陰もあり、とても充実感
いっぱいの休日を過ごさせていただきました。
いつもいろいろとありがとうございます。」
　こういった企画を₈月と₉月にもやろうと
思っていますので、皆さんご協力のほどよろ
しくお願いします。

　
国際奉仕委員会　　　　　　中村稔彦委員長
　　　　　　　　国際奉仕委員会は姉妹友好
　　　　　　　クラブ委員会、ロータリー財
　　　　　　　団委員会、米山委員会の₃つ
　　　　　　　の委員会で構成されています。
　　　　　　　　姉妹友好クラブ委員会につ
いては昨年グローバル補助金の話もありまし
たが、これはなくなってしまいましたので、
今年も引き続きコロナ禍の情勢を見ながらの
判断ということでやっていくことになります。
特に友好クラブの能代と横手との交流も実現
可能なものから実現していくしかないのかな
と思っています。
　ロータリー財団委員会、米山委員会の寄付
活動も両委員会と連携して皆様からの寄付の
ご協力を得られるように活動していこうと考
えています。

　とにかくやれることからやるということし
かないと思います。わたし自身不慣れですが、
一年間よろしくお願いします。

姉妹友好クラブ委員会　　　渡辺　孝委員長
　　　　　　　　今年度姉妹クラブの基隆と
　　　　　　　友好クラブの能代と横手との
　　　　　　　交流活動をいかにやっていく
　　　　　　　かをテーマにやっていきたい
　　　　　　　と思います。姉妹クラブであ
る台湾の基隆クラブとの交流は2020年八戸
ロータリークラブ65周年にZoomで参加いた
だいています。また行き違いなどもありまし
たが、基隆の小学校の英語教育に関するグ
ローバル補助金に関して、要請に協力すると
いうことを当クラブでやっていました。コロ
ナ以前は姉妹クラブとして交互に訪問し合う
交流をしていたと聞いていましたので、そう
いうことが復活できないかいうことをこれか
ら協議しながら、基隆とも話をしながら進め
ていきたいと思います。
　能代ロータリークラブについては当クラブ
65周年のときに来ていただきましたし、ゴル
フにも参加いただきましたので、今年度はま
たゴルフを交えてこちらから積極的な活動を
していければと思っています。横手ロータ
リーからは先日さくらんぼをいただきました。
周年記念時に交流していましたが、その後は
交流が少ないためにこれから横手に関しても
ゴルフを考えながら積極的に交流を行えない
かという働きかけをしていきたいと思ってい
ます。ゴルフがメインの委員会ですがよろし
くお願いします。

ロータリー財団委員会　　　村井　達委員長
　　　　　　　　先ほど46年無欠席をいただ
　　　　　　　きましたが、これもロータ
　　　　　　　リーの皆さんのお陰だと感謝
　　　　　　　申し上げます。
　　　　　　　◦①寄付目標は年次寄付１人
150ドル、ポリオプラス１人30ドルを目標に
します。今コロナやウクライナ情勢でひじょ
うに厳しい経済情勢で、ロータリーレートが
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₆月時点で127円、きのうは137円ということ
で日本円で払いますのでひじょうに高くつく
格好になります。財団の使命は世界の健康を
増進させて世界平和に向かうということです
ので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。
　150ドル、30ドルは目標です。目標にいか
なくても₅ドルでも10ドルでも大いに歓迎で
す。特にポリオは30ドルを目標にしています
が、実はわたし共が払い込んだものの₂倍が
ビル＆メリンダ財団から出ます。もし皆さん
が30ドルを寄付していただくと90ドルになり
ます。目標をいかなくとも、10ドルでもご寄
付いただくと30ドルになります。ご理解の上、
ご協力よろしくお願いします。
◦②地区補助金事業です。これは各委員会と
の協調を配慮し、有効な事業を選択していき
たいと思っています。
◦③基隆ロータリークラブ補助金事業につい
ては、先々週に小井田直前会長より話があっ
たように、いったん中止という形になってい
るようです。基隆クラブからはっきりした話
が全然来ておりませんので、もし来ましたら
前向きに協力していきたいと思っています。
従って、じゃっかん保留中という形になろう
と思います。
◦④ポリオワクチン接種協力。小林会長がひ
じょうに力を入れていることです。八戸クラ
ブとの事業とは別ですが、国際情勢下で国際
ロータリーとしての対応が明確化して参りま
したら、ぜひ皆さんもご協力をお願いしたい
と思います。インドになるかどうかわかりま
せんが、インドへ小林会長と一緒に行きたい
と考えています。
　基隆のグローバル補助金とポリオワクチン
は世界情勢、国内情勢がひじょうにはっきり
しませんので、不本意ながら計画実施の可否
が不明瞭な状況です。しかし小林会長の方針
が「ロータリーの力を信じよう」ですので、
この言葉を信じ、新しい時代に向けて新たな
親睦と奉仕の創造を胸に実施を目指して、八
戸ロータリークラブの自主性を高めながら前
進して参りたいと思っています。ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

米山委員会　　　　　　　　石橋敏文委員長
　　　　　　　　米山奨学金は日本以外の国
　　　　　　　籍を有する者で日本の大学、
　　　　　　　大学院または研究機関等に留
　　　　　　　学または研究のため在籍して
　　　　　　　いる外国人に対し、国際理解
と親善に寄与することを目的とした日本の
ロータリー独自の国際奨学金制度を目的とし
ています。
　米山奨学金寄付には特別寄付１人10,000
円、普通寄付１人3,000円を目標としていま
すが、景気低迷の折り少額でも構いませんの
で、全会員にお願いいたします。１年間よろ
しくお願いします。

青少年奉仕委員会　　　橋本八右衛門委員長
　　　　　　　　青少年奉仕は青少年や若い
　　　　　　　世代の社会人がリーダーシッ
　　　　　　　プ能力を伸ばせるように支援
　　　　　　　すること、です。ロータリー
　　　　　　　の基本理念の₅つの奉仕部門
の１つであり、大切な奉仕活動です。ロー
ターアクト、インターアクトの各委員会を旗
振り役に、ローターアクトクラブとインター
アクトクラブとの交流、そのサポートがメイ
ンとなります。
　ローターアクトクラブについては年齢制限
の撤廃やスポンサークラブなしでも設立でき
るようになるほど方針が大きく変わりました
が、当クラブでは会員増強どころか昨年度会
員が全くいなくなるという事態になりました。
とにもかくにも新会員を集い、再始動を目指
す形となります。現状を踏まえると会員を増
やすだけではなく、存続方法も大きな課題と
なっています。インターアクトクラブについ
ては滞っていた八戸工業大学第二高等学校イ
ンターアクトクラブとの交流をコロナ以前に
戻しつつ、新しい形を模索しながら進めてい
ければと考えています。
　いずれにいたしましても、withコロナの状
況の中の再活性化。一歩ずつ確認しながら少
しでも活動、交流が進められればと考えてい
ます。将来の当クラブの活性化につながるこ
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とを意識しながら、クラブ全体で盛り上げて
いきたいと思いますので、積極的なご協力を
お願いいたします。

ローターアクト委員会　　　鴨澤　諭委員長
　　　　　　　　ローターアクトクラブの会
　　　　　　　員がゼロですので、新たな再
　　　　　　　スタート、再建、再出発とい
　　　　　　　うことで、今年度頑張りたい
　　　　　　　と思います。
　ローターアクトクラブの再出発にあたり、
やはり１人₂人の会員だと会員になってくれ
た方にもやりがいがないだというということ
で、できれば10名程度集めた形で再出発がで
きればと考えています。活動の方向性、人選
ですが、従来通り社会人主体で考えると当八
戸ロータリークラブというだけではなかなか
厳しいものがあるだろう。もし社会人主体で
いくのであれば、南グループ₉ロータリーク
ラブのローターアクトクラブという形で、全
クラブから協力をいただく形で会員を集めな
いとなかなか厳しい状況だろうというふうに
思っています。
　また別な考え方で、インターアクトクラブ
は八工大第二高校でやっていただいています
が、八戸近隣の大学生や専門学校の方で結成
できないかということも考えています。どち
らの方法を取るにしろ、ある程度人数を揃え
た形で再出発を図っていきたいと思っていま
す。
　その上でロータリークラブとの合同事業、
また地区内ローターアクトクラブとの交流な
どを通じて仲間づくりをしながら、ローター
アクトクラブに入って良かったと思ってもら
えるような活動をしていきたいと思っていま
す。以上まったくゼロからのスタートになり
ますが、皆さんのご協力をいただかないとい
けません。このまま会員ゼロが続くと消滅と
いうことになってしまいます。ここが踏ん張
りどころと思っていますので、ぜひご協力よ
ろしくお願いします。

インターアクト委員会　　　夏堀礼二委員長
　　　　　　　　昨年はインターアクト地区
　　　　　　　大会がオンラインでZOOMで
　　　　　　　開催されただけで、インター
　　　　　　　アクトの母体の八戸工業大学
　　　　　　　第二高等学校の太田先生もほ
とんどインターアクトクラブ活動をしていな
いとおっしゃっていました。その割に₄人ほ
ど会員が増えたという朗報があり、せっかく
マンパワーがあるのだから何か活動をしてい
かないと、子どもたちもクラブの存在意義、
活動をしていくことで社会的な経験を積んで
いくことができません。
　今期はコロナ禍でも可能なボランティア活
動を太田先生と相談しながら、いろいろ進め
ていきたいと思います。例えば屋外清掃活動
などはてんでんばらばらでやっていきますの
で、withコロナでも可能なのではないかと
思っています。そういった企画を計画した際
には皆様のご協力をお願いします。
　
ロータリーの友委員会　　深澤　　隆委員長
　　　　　　　　去年広瀬委員長が立ち上げ
　　　　　　　てくださったビブリオバトル
　　　　　　　形式での発表で考えていまし
　　　　　　　たが、来月以降の実施を考え
　　　　　　　たときにこの出席人数では
ちょっと厳しいのかな。あとで会長とも相談
しながら、今後のことについて考えていきた
いと思います。
　₇月号のロータリーの友を紹介します。お
手元の友をご覧ください。
　表紙は新年度のジェニファー・ジョーンズ
ＲＩ会長です。1940年代くらいに活躍してい
た女優さんで同姓同名の方がいました。この
方の人となりとして、ひじょうにメディア戦
略が上手でアメリカでのPETSの写真が多
く載っています。現在55歳、カナダのウイン
ザーのローズアイランドＲCの会員です。ウ
インザーはデトロイト辺りのカナダの一番南
の州で、仕事はメディア･ストリート･プロダ
クション・インスティチュートというビデオ
作製会社。DVDや動画を編集して作り上げ、
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企業のPＲする会社の創業者兼社長のようで
す。メディア戦略もひじょうに上手です。
　活動報告の中では財団委員長の時には仕
事上の特徴を生かして、プロゴルファーの
ジャック・ニコラウスとのゴルフ大会を開催
して寄付金を集めるなど、かなり積極的な活
動をされています。いろいろな取り組み、寄
付金集め、ロータリーのPＲ活動は今年度は
前面に来るのかなと思っています。
横組みＰ₅　日本のロータリー友の会の事務
局の高野さんのお話。先ほどのＲＩ会長の戦
略を経て、ロータリーの友を全世界、各地域
でPＲすることを含めて、去年広瀬委員長が
お話されたかもしれませんが、いわゆるデジ
タルでロータリーの友を見られるようにする
ことと、アーカイブ機能で過去のロータリー
の活動を検索できるようなシステムを立ち上
げることになりました。その結果もあってか、
今月からロータリーの友の購読料が１か月
220円から270円に値上がりしました。たぶん
いろいろなシステム運営や物価高の影響もあ
るのかと思っています。ＲＩ会長の人となり
や職業についてはこの文章を読むとお判りい
ただけると思いますので、ぜひ皆さんお読み
ください。
Ｐ20　今年度ガバナーの横顔：全国の地区の
ガバナーの紹介が載っています。2830地区の
田中常浩ガバナーの記事もP27で紹介されて
います。多種多様な職業、背景のある方が各
地域でガバナーをやられていることがわかり
ますので、ぜひご覧ください。
縦組み　₇月１日から順次公開。過去のロー
タリーの友を全部見られることになります。
この辺も参考にご覧ください。実はＩDとパ
スワードが必要です。
◦ポストコロナの生命哲学　2007年大ベスト
セラー「生物と無生物の間」を書いた福岡伸
一さんです。京大卒の農学博士ですが、分子

遺伝子生物学ということで遺伝子生物を医学
的なところから生命哲学についていろいろ書
かれています。頭を柔らかくして読まないと
難しい内容になっています。生物は常に均衡
を保っている。その近郊が崩れていって年齢
を重ねていきながら寿命を迎える。それは宿
命であるが、それに立ち向かいつつどう生き
ていくかを考えていこう。「生物と無生物の
間」をざっとまとめた文章ですので、お読み
ください。
Ｐ₉　石川佳共子さん　今年度青森ロータ
リークラブ会長です。全国で100番目の女性
クラブ会長。ひじょうに元気な方です。仕事
は住友生命のパートを経て支店長になった方
です。注目すべきは青森ラーメン協会理事。
ほとんど占めるのは女性会員をいかに入れる
か、入れるまでの苦労話と活動の報告が載っ
ています。
　荒谷さんは八戸に入るまで青森ロータリー
クラブにいらっしゃったので、どんな方か聞
きましたらとても元気な方らしく、とにかく
渉外係としていけいけ、という表現をされて
いました。どこか地区大会などでお会いでき
たらお話しできるかと思います。
Ｐ63　投稿をお待ちしています、ということ
を今回ロータリーの友の委員長になって気づ
きました。先ほど小林会長がお話したような、
ああいった地区での取り組みなどを東奥日報
が記事にしてくれているので、それを活動後
１か月以内を目途に150字以内で納めていけ
ば投稿できると思います。ぜひ会長、投稿で
きないでしょうか。記念写真ではなく活動が
わかるような写真と活動後１か月以内に150
文字程度で送るとロータリーの友に掲載して
いただけるそうですので、ぜひご検討いただ
ければと思っています。
　来週のガバナー公式訪問までに一度お目通
しいただければと思います。
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