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　　　　　　　　10月１日、₂日に第2830地
　　　　　　　区 地区大会がむつ市で開か
　　　　　　　れました。前日にはゴルフ大
　　　　　　　会がありましたが、それを含
　　　　　　　めて天候にも恵まれました。
　むつ市長をはじめとする特別講演などのプ
ログラムの内容もたいへんすばらしいものと
思っています。
　夜の懇親会は大間のマグロを堪能でき、と
てもすばらしい大会だったのではと思ってい
ます。
　きょうの例会ではこれから地区大会の報告
がありますので、楽しみにしてください。
　地区大会の感想を少し申し上げます。先ほ
どむつ市長の講演があったといいましたが、
その時にわたしは会場ではなく、ホテルの部
屋でYouTubeで見ていました。
　そこで一通り話を聞いていました。ご存じ
の通り、むつ市長は今₃期目の若い市長です。
少子高齢化、ICT化にむけて様々な政策を
されており、様々なことにチャレンジしてい
て、結果も出してすごいいい市長だと思って

いました。
　しゃべりもアップルの創始者のスティー
ブ・ジョブズみたいな形の、じゃっかんラフ
な格好で、プレゼンテーションのような感じ
で皆さんに語りかけていました。聞いている
ほうもすごく聞きやすい内容だったと思いま
す。
　その中で気になったのは、彼は「失敗する
までは失敗じゃない。」という言い方をして
いました。確かにその通りですが、そこに彼
の元公務員としての考え方がちょっと見えて
いたなという感じがしました。
　わたしも仕事柄、行政を監査することがあ
りますが、どうしても公務員の方は自分が歩
んできた道を反省も含めて、決して失敗と認
めないです。認めない上で同じことをずっと
やっているから、なかなか先に進まないとい
う面もあります。
　当然、彼の立場からすると、自分の責任の
問題にもなるので、失敗とはなかなか言いた
くはないのですが、「失敗してもいいんだ、
次に新しいことにチャレンジすればいい。」
ということを彼の口から聞きたかったと思い
ました。
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　　　　　　　〇ロータリーレートのお知らせ
　　　　　　　　10月1日より、１ドル＝145円
　　　　　　　〇ロータリー米山記念奨学会
　　　　　　　より、「豆辞典」が届いてお
　　　　　　　ります。メールボックスにお
入れしておりますので、お目通しください。

親睦・会場委員会　　　　　小田山紀暢委員
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝　植村　務（先週）
　　　　　　　　赤澤栄治さん
　　　　　　　◦結婚記念日　鴨澤　諭
　　　　　　　　峯　正一・中村稔彦さん
小林幹夫　地区大会お疲れ様でした。
広瀬知明　11/12㈯本物のビブリオバトルin
　　　　　八戸をデーリー東北で開催します。
山田慶次・福島哲男・山村和芳�ニコニコ
　　　　　　　　　　　　　　�
夏川戸　斉・渡辺　孝さん　　�　　　デー

広瀬知明さんからお知らせ
　　　　　　　　「ビブリオバトルin八戸」
　　　　　　　はわたしが始めたものですが、
　　　　　　　今回で₇回目になります。
　　　　　　　　ここでせっかく体験をされ
　　　　　　　てますので、ぜひ「ビブリオ
バトルin八戸」にご出場いただければと思っ
ています。
　ちゃんとしたビブリオバトルをみたい方は
観戦可能です。
　八戸市民フィル交響楽団の「秋の名曲コン
サート」を10月23日㈰に公会堂で行います。
入場無料ですが、整理券が必要です。
　市民フィル社長からチケットを10枚頂きま
した。欲しい方は広瀬までお願いします。

ロータリー情報委員会　　佐々木泰宏委員長
　10月26日㈬は情報委員会担当例会です。前
半は「国際ロータリーの向かっている方向」、
後半はロータリー入会の若い方向けに、たぶ

　　　　　　　ん分かりにくいだろうと思わ
　　　　　　　れることを細かく解説する内
　　　　　　　容を考えています。
　　　　　　　　特に入会歴の若い方にはぜ
　　　　　　　ひ参加していただいて、ロー
タリーのいろいろなことをわかっていただい
て、今後に活かしていただける内容です。
　ご参加よろしくお願いします。

地区大会報告
　₉月30日～10月₂日までむつ市で行われま
した国際ロータリー第2830地区 地区大会出
席報告を行います。
　　　　　　　松本剛典さん
　　　　　　　　地区大会１日目の模様を報
　　　　　　　告します。
　　　　　　　　午前の部はむつロータリー
　　　　　　　クラブの田中常浩ガバナーの
あいさつに始まり、RI会長代理や来賓の紹
介、祝辞、事業報告、各委員会報告がありま
した。
　お昼休憩をはさみ午後からはRI会長代理
の基調講演、地区表彰、各委員会による地区
活動報告が行われ、１日目の会議は終了とな
りました。
　その後、宮下むつ市長の記念講演がありま
した。演題は「今 進むむつ市の明日と日本
の未来−人口減少のその先へ−」。2060年に
は青森県の人口は現在の約130万人から60万
人になる。またむつ市も今の₅万人から約半
分の27,000人になる。
　その中で地方行政の在り方を真剣に考え、
新しい取り組み、行政サービスを早急に推し
進めなければならないこと、現在進行中のプ
ロジェクトを語ってくれました。そのプロ
ジェクトは昨日の新聞で発表されていました
が、相談窓口のAI化、地域限定の仮装通貨
制度を作る。少子化に対する取り組み、18歳
以下のこども医療費の完全無償化、若年層の
選挙参加の推進、地元の高校生や大学生と交流
して、選挙の重要性や投票率アップを訴える。
　選挙に参加することで本当に必要な行政
サービスが問われる。高齢者ばかりの投票で

幹 事 報 告　 正部家光彦 幹事

委　員　会　報　告
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は偏った民意が全員の考えと取られ、政治家
は票取りの政策しかしないので、みんなが選
挙に参加することが意義があることを熱弁さ
れていました。
　宮下市長の講演の中でわたしが特に感じた
のは、最終的にはこどもたちが常に中心にあ
るという考えでした。
　こどもたちがいなければ、日本も青森県も
地方も未来はなく、廃れる一方です。そう
いった閉塞感を打破していくためにも、今ま
さに行政の役割が試されているという強い思
いを感じました。
　夜はむつグランドホテルで大懇親会があり
ました。オープニングには海上自衛隊大湊音
楽隊による、30分にも及ぶ迫力あるステージ
があり、全員が聞き入っていました。
　また大間のマグロ解体ショーがあり、マグ
ロをもらうために列ができ、そのおいしさに
皆さん舌鼓を打っていました。
　最後はわれら八戸ロータリークラブの築舘
ガバナーエレクトが中締めをして、来年の八
戸大会への抱負を語られ、大懇親会は終了と
なりました。

　　　　　　　渡辺　孝さん
　　　　　　　　地区大会₂日目のご報告を
　　　　　　　します。₉時半から始まり、
　　　　　　　午前の部は11時過ぎには終わ
　　　　　　　りました。二部構成で、第一
部は田中ガバナーごあいさつ、その他ごあい
さつ。飯村RI会長代理からロータリーと財
団に関しての基調講演がありました。
　１億3000万～5000万円の予算の使い方、
パーセンテージ、使い道その他についてのご
説明がありました。Go to メルボルンの紹介
が柴田国際大会推進副委員長からありました。
　午後の部は田中常浩ガバナーからご夫婦で
ごあいさつがありました。今までやってきた
公式キャラクターの最優秀賞の発表がありま
した。八戸学院校光星高等学校インターアク
トクラブの₇人の皆さんが共同でデザインさ
れました。
　当日はビデオレターも紹介されました。優

秀賞₂位、優良賞₃位。八戸ロータリークラ
ブは優秀賞に入れました。ちなみにわたしが
発表を行いました。
　この後、横断幕を皆さんで掲げました。真
ん中に築舘エレクトと源新さんが並んでいま
す。八戸ロータリークラブだけではなく、八
戸市内のクラブの皆さんにもご協力いただい
て横断幕を掲げ、来年は八戸でというご紹介
をさせていただきました。
　大会は無事に終わりました。
　
　　　　　　　佐々木泰宏さん
　　　　　　　　わたしは今回は前日のゴル
　　　　　　　フから最後の壇上でのあいさ
　　　　　　　つまで₃日間、築舘ガバナー
　　　　　　　エレクトを応援したい一心で
参加しましたので、その₃日間のようすをお
話します。
　ゴルフは下北スリーハンドレッドクラブで
やりました。天気だけは良く、わたし以外の
人がけっこう入賞し、築舘エレクトは準優勝、
石橋信雄さんはガバナー賞、妻神和憲さんは
７位でした。地区大会の前日から前夜祭が始
まり、むつの夜を堪能しました。
　地区大会プログラムは今まではA₄版、厚
くて邪魔になるプログラムでしたが、今回は
コンパクトでポケットに入れて持ち歩ける内
容で良かったと思っています。
　今回は八戸クラブの席はかなり前の方で、
どれくらい会員が入っているかわかりにく
かったのですが、振り返るとほとんどガラガ
ラでした。
　このままでいいのか。コロナもあったかも
しれませんが、ちょっと少なすぎて、せっか
くいろいろな企画をしていたのに、だいぶ空
振りの感じがありました。それでいて、夜の
懇親会の会場にはけっこう人が来ていました。
　地区大会はロータリーの年１回のお祭りみ
たいなところもあると思いますが、そういう
ものを楽しみできている人もたくさんいると
思います。そういう方々に応えられるような
プログラムも同じようなあいさつが何回も続
く、報告も事細かく報告するのではなく、



もっといろいろ工夫ができそうだと思い、次
の八戸でやるときには、そういうことが生か
せればいいなと感じました。
　２日目は、さっき言った人数に輪をかけて
人がいなくなっていました。最後にわれわれ
南グループの人間が壇上に上がったときには、
ほとんど会場に人がいなかったという感じで
した。南グループの人たちもひじょうに気持
ちよく参加して、一緒にポーズをやってくれ
て、改めてありがたいものだと感じました。
　そんな感じで₃日間を終えました。来年は
うちのクラブが招待者としていろんなことを
やっていかなければならないと思います。ぜ
ひその時にはさずが八戸クラブだなと言って
もらえるような、スピーディーでスマートな
大会にしたいものだと思って帰ってきました。

むつ地区大会報告と築舘ガバナー年度について
　　　　　　　石橋信雄さん：来年の築舘ガ
　　　　　　　バナー年度の八戸地区大会に
　　　　　　　向けた組織運営について
　　　　　　　　来年地区幹事長に内定して
　　　　　　　います。築舘ガバナー年度の
大まかな組織、スケジュールについてご紹介
します。八戸ロータリークラブとして何とか
築舘年度を万全の体制で臨みたいと思ってい
ますので、よろしくお願いします。
　わたしもむつには金曜日のゴルフから入り、
日曜日に帰ってきました。昨日も築舘さんと
一緒にむつロータリークラブの例会に出席し
てきました。昨日はガバナー公式訪問で、地
区大会が終わった後の皆さんの慰労会的要素
もあり、いろんな話を聞いてきました。
　ますます緊張、プレッシャーがかかってき
ました。酒も進みました。こっちからお祝い
のお酒を₂升持っていきましたが、あっとい
う間に₂升なくなり、₃升と皆さんで懇親を
深めてきました。
主なスケジュール
　先ほど地区大会で渡辺さんがゆるキャラ最
優秀を発表しましたが、10月下旬にゆるキャ
ラ表彰式を八戸で行います。各メディアの皆
さんに集まって頂きながら、八戸学院光星高

校、八戸高校、八戸工大第二高校の各関係者
の皆さんに来ていただいて、最優秀には10万
円の図書券を学校にお渡しします。
◦2023年１月₈日～12日：ガバナーエレクト
国際協議会（ガバナーの勉強会）がアメリカ
のオーランドで開催されます。築舘ガバナー
も出席して缶詰になっていろいろ勉強してく
るということです。現在の田中ガバナーまで
はコロナの影響でZOOM参加でしたが、た
ぶんアメリカに行って勉強してくる形になる
のではと思っています。
★₂月25日：国際協議会を受け、地区チーム
　研修セミナー（DTTS）を八戸グランド
　ホテルで行います。ぜひ八戸クラブの皆さ
　んにお手伝いしていただきたいと思ってい
　ます。
★₃月25日～26日：会長エレクト研修セミ
　ナー ( PETS ) 八戸グランドホテルで開催。
★₅月13日㈯　地区研修協議会(DTA)　八
　戸市公会堂、プラザアーバンホール。
◦₅月27日～31日：国際ロータリー年次大会
　オーストラリアのメルボルン
　築舘エレクトはご出席されます。もし円安、
　燃料サーチャージが高いかと思いますが、
　有志を募って、八戸チームも参りたいと
　思っています。
◦₇月～10月：公式訪問。築舘ガバナーを中
　心に青森県内40クラブを訪問し、築舘年度
　の内容についてお伝えします。
★10月20日：記念ゴルフ大会　八戸カント
　リークラブ
　RI会長代理晩餐会。八戸グランドホテル
★10月21日～22日：地区大会　八戸市公会堂、
　プラザアーバンホール
　2024年₅月：国際ロータリー年次大会　シ
　ンガポール

大まかな組織
◦ガ バ ナ ー　　　　築舘智大
◦財務委員長　　　　小林幹夫
◦幹　事　長　　　　石橋信雄
◦副 幹 事 長　　　　妻神和憲　鶴飼寿栄　
　　　　　　　　　　小井田和哉
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◦会　計　長　　　　村舘珠樹
◦公式訪問担当幹事　佐々木泰宏
◦月信担当幹事　　　中村稔彦
◦国際大会担当幹事　夏堀礼二
　それぞれの担当に委員会がついてきますの
で、皆さんにお力添えをいただくような場面
になると思います。

★₂月25日：地区チーム研修セミナー(DTTS)
　実行委員長　　鶴飼寿栄　
　副実行委員長　道尻誠助
　地区委員の皆さんに2023−24年度のRI会
長、築舘ガバナー方針をお伝えするセミナー
です。懇親会もあります。むつの場合は90名
（うちZOOM参加26名）でした。
★₃月25日～26日：
　会長エレクト研修セミナー（PETS）　
　　実行委員長　　鶴飼寿栄　
　　副実行委員長　道尻誠助
　DTTSの内容で各クラブ会長、幹事にお
伝えします。懇親会もあります。規模は80～
100名程度。
★₅月13日㈯　地区研修協議会（DTA）八
　戸市公会堂、プラザアーバンホール。
　　実行委員長　　小井田和哉　
　　副実行委員長　深沢　隆
　出席者は各クラブ会長、幹事、委員長、入
会₃年未満の会員に2023−24年度の方針をお
伝えし、地区委員会との研修になります。懇
親会もあります。今年の₅月は256名(ZOOM
106名）が参加。
★10月20日
　◦記念ゴルフ大会　八戸カントリークラブ
　　むつでは30名のゴルフ大会でしたが、八
　　戸ではひじょうに多くの方が参加される
　　のではと思っています。
　　　リーダー：正部家淳司
　◦RI会長代理晩餐会　
　　第 2830 地区以外の参加者、地区スタッフ、
　　会長、幹事の他、希望者も出席。
　　　むつでは田名部まつりなど余興も一生
　　懸命やられていました。田名部まつりを
　　お見せするにあたって、ホテルで₅日練

　　習したそうで、ひじょうに気合の入った
　　内容でした。
　　　大会実行委員会担当
★10月21日～22日：地区大会、大懇親会
　◦地区大会　地区内表彰、講演会、懇親会
　　など築舘年度の集大成になります。むつ
　　大会は会場参加は397名（ZOOM参加含
　　む)。
　　実行委員長　　妻神和憲
　　副実行委員長　夏堀礼二
　　幹事　　　　　橋本八右衛門
　地区大会は本当に大変な部分があります。
₅月に開催する地区研修協議会の約₅倍の労
力は必要だと、昨日むつクラブの皆さんから
言われました。この部分に関しては、南グ
ループの皆さんからもお手伝いいただきます
が、何とか皆さんのご協力をお願いします。

　築舘ガバナーが新たにやりたいということ
について。①これに関しては公共イメージ向
上ということで、ゆるキャラを作成し、各ク
ラブや地区の活動に同行して、ロータリー活
動をPRする。こちらは2023年₇月デビュー
を予定しています。②青森県と地域防災協定
を結ぶ。2830地区として災害発生時にどう対
応するのか、青森県と事前協定を結ぶ。
　担当は髙谷勝義、荒谷達也、熊谷清一、他
クラブからも大崎さん、伊藤さんにご協力い
ただきながら進めていく予定です。
＊ゆるキャラについて：
　審査結果は先ほど渡辺さんから発表いただ
きましたので割愛します。今週の月曜日に
デーリー東北にとても大きく扱っていただき
ました。

ガバナーエレクト築舘智大さん
　　　　　　　　10月に入り、むつで開催さ
　　　　　　　れた地区大会も終了し、田中
　　　　　　　年度も大きな行事がそろそろ
　　　　　　　終わり、今度はわたしの準備
　　　　　　　期間に入ります。
　先ほど石橋幹事長からスケジュールが出て
いましたが、来年１月にアメリカにわたしが
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１週間ほど行き、缶詰になって勉強してきま
す。そのときに初めてRI会長のテーマが決
まり、なぜこういうテーマにしたかも勉強し
てきます。
　それをもって帰って、今度は地区スローガ
ン、地区ではこういうことをしますというこ
とで、わたしが地区スローガンを決めます。
それを発表するとたぶん、各クラブの会長が
今度はPETSのときにクラブのスローガン
を決められると思います。
　DTTS、PETS、DTAなどを全部わ
たしたちがやらなければならない。ドタバタ
やっていると、₇月になるともう本番になり
ます。わたしはDTTSもPETSもそうで
すが、ガバナー補佐の方々に一生懸命協力し
ていただきたいと、実は、もうセミナーを開
始しています。
　ガバナー補佐の方々をZOOMで集めて、
わたしのやりたいことを伝えてもう始まって
います。PETSも₃月にやる予定になって
いますが、もう12月に第１回プレPETSも
始まりますし、DTTSも10月15日と22日に
事前にスタートしています。本当に忙しく、
やっとガバナー公式訪問随行でわたしも随分
いろんなクラブを回ってきましたが、本当に
佳境に入ってきたという気がして、すごく緊
張しています。
　わたしの次年度にやりたいことは₂つ。ゆ
るキャラと青森県地域防災協定。それはわた
し共でどんどん進んでいきますが、実はわた
しの目標は会員増強とポリオです。
　会員増強は是が非でもやりたい。今までの
歴代ガバナーの方が一生懸命やって1,200を
目指そう、目指そう。今は1,100を切らない
ようにしよう、と一生懸命やられています

が、なかなか増えない。日本の中で会員数が
一番少ない、一番経済力のない小さい地区に
なってしまいました。
　なので、秋田とくっつく、くっつかないは
置いておいて、なるだけ会員数を増やして、
いろんなことをやれるような地区にしていき
たい。やはり会員数が少ないと予算を組むと
きに、お金がないんです。すると米山奨学生
を呼びたい、インターアクトの翼で台湾に行
かせたい、交換留学生を受け入れたい、出し
たいと言っても、100万円単位でどんどんお
金が出ていくと、お金が手元にない。それ
じゃやめますかというのも忍びない話なので、
ぜひ会員増強を。
　今、青森クラブは70周年なので85人からス
タートして、100人を目指しているそうで、
今95人です。あと₅人。今年度中に100人を
目指すと言っていますが、これを見ると全体
的に地区では自然減もありますので、そんな
に増えていない。
　わたしの年度でなくてもいいので、今から
スタートしてもいいので、石橋信雄さんがこ
の間会員増強の卓話をしたので、ぜひとも会
員を増やしていただきたい。
　あとはポリオです。小林会長も何度もイン
ドに行っていますが、わたしも₃回くらい行
き、本当にポリオを地球上から無くしたいと
いうことで、これもかなり力を入れてやって
いきたいと、実は思っています。ロータリー
の友29ページにいろいろ書いています。
　もう少しです。ポリオもいろいろな活動を
計画していますので、これも進めたいと思い
ます。皆さんご協力のほどよろしくお願いし
ます。
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