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◆ 会員からのメッセージ◆
「ガバナー年度の思い出、波乱万丈の年度」
作山

博之

私がガバナーを務めた年度は 1999 年 7 月 1 日か

◆

会長の時間

◆
ら 2000 年 6 月 30 日までの 1 年間でしたが、波

8 月 20 日に社会奉仕委員会セミナーが開催さ

乱万丈の 1 年であったと、今でも懐かしく想い出
れ、基調講演にはＲＩ第２５３０地区東日本大震
しております。浪江ＲＣ創立 30 周年の記念すべ
災支援本部の本部長でもある大橋廣治直前ガバ
き年度に当たりますので、ノミニー年度、エレク
ナーが講師としてお話しされました。
ト年度の 2 年間の予習、事前研修を経て満を持し
震災後初の富岡ＲＣの例会の様子では、家もな
てスタートを切りましたが次に記しますように

く家族がバラバラな中にあっても会員 50 名のう

予想だにしなかった事が次々に起こりました。
ち半分以上の会員が集まり、国歌斉唱の時に会長
① 地区大会賛助金７０％カットが前年度の諮問
が後ろを向いて泣かれていたとのことでした。そ
委員会で決定された。
して我々浪江ＲＣの例会での様子も話され、吉田
所長を含め現在 1 人の退会者も出ていないという

② ガバナー事務所も超低い予算の為、ガバナー

こと、浪江ＲＣは 4 人ではじまったから最後の 4

公式訪問の折の運転手も、付き添いもなし、
カーナビ付の車で 1 人スタート。

人になってもやっていくとの会員の言葉に感動
③ 大越ＲＣの消滅。
され、ロータリーは義理人情、もしかしたら宗教
④ 超低い予算の中で地区大会は大成功。
の世界かもしれないとのことです。
⑤ ＧＳＥはアメリカアラバマ州から受け入れと
今回多くの皆さまから義捐金、そしてクラブ維
地区大会参加。
持支援金をいただきました。奉仕は義理人情であ
⑥ ガバナー事務職員の交代。
るならば、かけられた義理はいつかお返ししなく
⑦ 地区幹事の交代。
てはなりません。なかなか会員の皆さまとは一同
⑧ 宮森ＰＧの死。
に集まってじっくりとお話する機会も少ないの
⑨ 地区内ＲＣ事務職員の 2 回目の事務研修。
ですが、それぞれの持っている知恵やアイデアを
⑩ 地区内クラブが６２から６１になったが会員
集めながら、どのような形で我々が社会に奉仕で
は増加。
きるのか、特に次の世代を担う子ども達へどのよ
⑪ 会津農林高校のＬＡＣの創立、5 月 5 日。
うにバトンを渡していけるのかを考えていきた
⑫ 地区内クラブの創立記念祝賀会が１４ＲＣと
いと思います。今後とも皆さまのご協力をお願い
郡山西ロータリーアクトクラブ創立 25 周年
いたします。
式典を入れて丁度１５の記念祝賀会に招待さ
れる。
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⑬ 浪江ＲＣ30 周年、小高ＲＣ20 周年記念、祝

以上を動員しなくてはならないとのこと。よ

賀会を合同で 3 月 5 日に開催。

う～し、動員しよう、来て頂きましょうと覚

⑭ ＧＳＥをアメリカアラバマ州に派遣、チーム

悟を決めて、先ず分区代理会議（現在のガバ

リーダー田巻団長の愛子夫人の死。

ナー補佐）を召集し、皆さまの分区会員が
50％以上参加するように各クラブ会長に要請

⑮ クラブ拡大（クラブ数を増やす）よりも現有
の既存クラブの内容の充実。

して下さいとお願いすると同時にクラブ公式
訪問の際にも呼びかけました。地区大会の参

以上の中からいくつ かお

加は会員としてロータリアンとして奨励され

話ししたいと思います。

ております重要な大会であり、参加すること
で多くの情報も得られ知り合いを広めるチャ

① 地区大会賛助金の話し

ンスでもあります。ＲＩ会長代理の小谷隆一

ですが、かつて福島県

先生の講話は格調の高い話であり参加しない

と山形県は１つの地区

と大きな損をする様なスピーチであったよう

で第 2530 地区と呼称されておりましたが

な覚えがあります。

1991 年度から山形県と福島県は分割され山

会津、県南方部からすると会場は非常に遠い

形県は第 2800 地区、福島県は現在の第 2530

田舎町の大熊町なのでどの位の会員が出席し

地区になりました。地区の運営資金、運営基

てくれるのか非常に心配を致しました。メイ

金もなく財政的に厳しいということで地区大

ン会場は落成したばかりの大熊町総合体育館

会登録料の他に賛助金という名目で会員一人

で、地区会員数が 2790 名のところ、参加者

当たり１万円を負担しておりましたが、年々

は５６％の 1655 名、地区内外の来賓、地区

華美になり諮問委員会でも２年ほど前から問

内ＩＡＣ，ＲＡＣ、交換留学生を含めて 1750

題になり、もう少し簡素化すれば賛助金は下

名と予想以上の多くの方々の参加を頂き感激

げられるという事で、私の年度から 3,000 円

を覚えたところであります。その当時はパワ

ということに決定されました。70％ではなく、

ーと情熱を持って何事にも向かっていきまし

せめて 50％カットの 5,000 円にという弁護し

たが私が幸せだなーと感じましたのは、私の

てくれる話もでましたが、私も意地になりや

年度の分区代理の皆さまが誠心誠意、献身的

りましょうと見栄を切って帰り、地区大会実

に努力していただいた結果大きな参加人数に

行委員長（熊川氏）と資金委員長（今は亡き

つながったと考えており、今でも感謝を申し

泉田隆さん）と話し合いの結果、受けた以上

上げているところであります。

やるしかないだろうということで立派に少な

② の大越ＲＣについてですが、8 月 17 日に公式

い予算の中でやり遂げて頂きました。地区大

訪問をいたしました。会場に着きますと待っ

会の事ではホスト浪江ＲＣには大変なご迷惑

ていたのは佐久間会長と舞木幹事と会員 1 名

とご負担をかけることになりました。実質経

の計 3 名。会長幹事との懇談の終わる頃に皆

費はどのくらいかかるのか泉田資金委員長に

さんが来られるのかと思いながら話を始めま

仮の予算を立てていただいたところ、2500 万

すと、会長からの悩める話しを延々と聞かさ

円の赤字を埋めるには大会参加者を 1500 人

れました。大きなセメント工場が閉鎖され、
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主な産業のタバコの生産が全盛期の 2 割弱、

から元気の出るような話題を出したりし、例

13 名の会員は町長、収入役、教育長、郵便局

会終了後ももう少し懇談してくれませんか等

長、電気工事屋さん、建築工事業などで若者

の要望の出たクラブには時間をとり、ざっく

は 1 人もなし。例会は毎週火曜日の 12：30

ばらんに腹を割った話しも致しました。

～となっているが例会にならないことが多い

公式訪問先のＲＣの例会の卓話は４種のスト

との話しでした。8 月 23 日に再度訪問する約

ーリーを準備いたしました。付き添いと道案

束をしたところ、その日はＲＩからの認証状

内役としてその分区の分区代理が付いて回り

を持って参られ脱会させて下さいとの申し入

ますので毎回毎回同じ話では話題の乏しいガ

れでした。大越ＲＣは創立以来 25 年その間入

バナーだと見られるのも恥ずかしいことと、

会者は一人もなく、例会開催もままならない

４種のスピーチを持っておりますとクラブの

話を聞き、これは脱会手続きするしかないな

都合で卓話の時間をあまり取れないこともあ

ぁと判断を致しましてＲＩ日本事務局に脱会

りますので臨機応変に縮めたり延ばしたりし

の手続きについて問合わせをしたところ、当

たものです。

時の室長大木さんから驚きの声で作山ガバナ

アナハイムの国際会議場になるホテルにはス

ー大丈夫ですか？本気ですか？気は確かです

ピーチを練習するルームがあり、鏡張りとマ

か？「大丈夫、気は確かです。
」と応えるとＲ

イクスピーカーが備えられてありますがいつ

Ｉを脱会するクラブは日本国内で初めてです

行っても何人か待っております。世界には地

よ、本当によろしいですか？よろしいですと。

区ガバナーが５３０名前後おりますので当た

この件では国内のロータリー界ではクラブを

り前のことですが気の弱い私は覗いただけで

消滅させたガバナーということで大変有名に

一度も練習できませんでした。

なりましたが、今でも私の判断は間違いでは

『文芸春秋』に五木寛之の持論「他力」と石

なかったと思っております。

原慎太郎の持論「自力」との対談、司馬遼太

地区内クラブ創立記念事業についてですが、

郎の「坂の上の雲」
「運命」と「宿命」の違い

記念祝賀会が１４クラブと郡山西ロータリ

とは、職業に上・下・貴賎は無いというが皆

ーアクトクラブ創立 25 周年記念式典を入れ

さまの考えはどうかと問いかけてみたり、眠

ますとちょうど１５のクラブから招待を頂

気のこない例会を心がけ最後に私の好きな言

きました。年回りとか巡り合わせとか言われ

葉として、相田みつをの「一生感動、一生青

ますが私のガバナー年度は巡り合わせが良

春」の気持ちでこれからも日々送って行きま

かったのかお蔭様で１５ヶ所の場で素晴ら

す…で締めくくったものでした。

しい記念事業の見聞をさせて頂きそれぞれ

クラブ拡大よりも現在の既存のクラブの内容

のＲＣが地域に密着し活動を展開されてお

の充実を図るというのが私の持論です。私の

りますことに感銘を受けました。

ガバナー年度はクラブが６１クラブで３００

⑮ ガバナーとして６１のＲＣを公式訪問して感

０人を超えておりました。現在は６７クラブ

じました事は、元気があって明るい雰囲気の

に拡大しましたが、会員数は２３４０名に減

あるクラブに行きますとこちらも明るい気持

っております。会員各自がロータリアンとし

ちになり、元気のないＲＣに行ってもこちら

ての自覚を持ち日々の行動そしてクラブとし
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ての奉仕活動が地域から認知される活動であ

が事務局に届いております。ご覧になりたい

るならば無理なお誘いをしなくても入会を希

方は事務局（℡080-2181-1717）までお問合

望される方があると思います。いつでも自信

わせ下さい。

を持って私はロータリアンですと言えるよう
なロータリアンになれるように努めようでは

⑤

ありませんか。

新しいお知らせにつきましては浪江ＲＣの
ホームページに随時掲載していきます。

（この原稿はチャーターメンバーでパストガ
バナー作山博之会員の 2011 年 8 月 19 日の卓

5 月吉川ロータリークラブの皆さまによる肉まんの

話を要約させていただいたものです。）

炊き出しの様子。この日は 8000 個の肉まんを蒸し
上げて下さいました。

◆

幹

事

報

告

◆

①

第１０回ロータリー全国囲碁大会のご案内が届い
ております。参加ご希望の方は浪江ＲＣ事務局まで
お問い合わせください。
日時

２０１１年１０月２２日
９：３０

登録受付

１０：００

開会式

１７：００

表彰式

会場

日本棋院会館（東京・市ヶ谷）

主催

ロータリー囲碁同好会日本支部

共済

第２５８０、２７５０両地区（東京２地区）

ホスト
登録料

東京ロータリークラブ
７，０００円

（昼食代、賞品代含む）

大会は上級者、中級者、初級者の３クラス制の早碁
戦です。個人戦のほか、上級者２人の成績によるク
ラブ対抗戦も行います。初心者、会員ご家族の参加
も歓迎いたしますとのことです。

② ㈱オクトン様より日章旗と浪江ロータリーク
ラブの旗を寄贈していただきました。

③ １０月８日に行われた猪苗代湖水草除去作業
には、増子義夫会員にご協力いただきました。
有難うございました。

④ 6 月 5 日に開催された「地区協議会の記録」
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