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第 1793 回例会記録 ≪会長･理事役員挨拶例会≫ 
2012 年 7 月 5 日（木） 点鐘 12：30 

                           レポート NO.1250 

≪ビジター≫ 
柿崎隆雄様(八戸東ＲＣ) 
≪会長要件≫熊谷会長 
 こんにちは、第 1 回目の例会、38
代目会長、緊張しております。自己

紹介から、25 年 12 月 14 日生まれ

の 61 歳です。平成 13 年 12 月入会

で今年 10 年目。有限会社熊谷保険

事務所代表取締役。公的には階上教育委員長を 15
年やり、功労賞を頂きました。趣味は楽器演奏、ゴ

ルフ、中高年のスマホ教室をお話しましたがパソコ

ンや庭いじり、ＤＩＹ。本命はカラオケでいつでも

付き合います。お酒は一滴も飲めませんが煙草はま

だ辞めていません。喫煙場を片隅に作りました。煙

たがらないで下さい。 
 今日の挨拶のために歴代会長の挨拶を会報で読

み返しました。皆さんロータリーに関する熱い思い

を述べていて私はプレッシャーです。私はロータリ

ーの原点、奉仕の心に付いて、入会したのは佐々木

正雄会長の時で、『どう？ロータリー例会ってフラ

ンクな会合だろう』と言われましたがピンと来ませ

んでした。何回か出るうちに、私より年配のおじさ

んが･･･君、･･･ちゃんと呼び合っているのが良く何

かこの雰囲気がフランクでホッとした事を感じま

した。委員会活動をして行くうちにロータリー真髄、

奉仕の心が私なりに理解してきたと感じました。ロ

ータリーは親睦、友愛から奉仕の思想がうまれたと

いわれます。私達事業家は日常の業務に追われ、例

会の1時間は至福の息抜きの時間。競争者のいない、

警戒心の無い時間。我に帰り、反省が生まれ本来の

自分にかえり、人間性が帰り他人の事社会の問題を

問う、考えるゆとりが出てきます。この流から、親

睦から奉仕が生まれる過程がロータリーの本質で

あると思います。 
この 1 年間盛り沢山のプログラムがあります。歴代

会長に導かれたロータリーラブ、その精神を忘れる

ことなく活動をしていくには例会にご出席くださ

り委員会に参加ください。『ロータリーに見物席は

無い』と言われます。スポーツや芝居も自分でやる

方が面白いので、この言葉に尽きると思います。１

年間よろしくお願い致します。 
≪お祝い≫ 
本人誕生： 
清川会員、 
長嶺会員、 
久保田会員、

榊会員、 
音喜多会員 
≪幹事報告≫伊藤幹事 
＊理事役員会決定【8 月プログラム】 
2 日：納涼例会 18：30 パークホテル 

 9 日：会員増強･職業分類･会員選考委員会担当例会 
16 日：任意休会 
23 日：会員卓話 2 名の方にお願いします 
30 日：1800 回記念例会。第 1 ワシントンホテル 
＊8 月 1 日社会奉仕委員会長生園ご招待。例年やっ

ていました例会と切り離しました。例年の場所で 4
時から参加の方は委員会のﾒｰｷｬｯﾌﾟ扱いとなります。 
＊次回の理事役員会 8/4、山田会員の別荘です。理

事会終了後は懇親会 3,000 円で行います。会員どな

たでも参加できます。希望者は申し出て下さい。 
＊レターボックスの中会員増強用資料ありますの

で活用ください。年間プログラムも入っています。 
＊来週ガバナー公式訪問です。11 時からクラブ協議

≪出席報告≫ 吉田出席委員長 

正会員 43 名出席免除会員を除く会員 35 名中 

本日の例会は免除会員 4 名を含む 30 名出席率 77％

前々回例会：現在集計中です。 

1793 回例会要旨 

・四つのテスト唱和 

・会長要件 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦） 

・会長･理事役員挨拶 
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会委員長と新会員が出席義務者ですが、参加希望者

もＯＫです。12 時から記念撮影。ネクタイ着用でお

願いします。 
＊十和田八甲ＲＣ10 周年記念式典 9 月 30 日です。 
＊山村会員が体調不良で 6/30 退会しました。 
＊会費請求書がレターボックスに入っています。 
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員 
熊谷会長：1 年間よろしくお願い致します。 
伊藤幹事：熊谷年度のスタートです。一年間よろし

くお願いします。 
村上会員：1 年間よろしくお願いします。 
小原会員：熊谷年度の門出を祝して 
鈴木会員：熊谷年度よろしく 
長嶺会員：熊谷年度理事･役員の皆様1年間よろしく

お願いします。 
石橋一男会員：熊谷会長、伊藤幹事 1 年間おかせぎ

ください。 
三浦晃会員：本日は我がＲＣ、2012 年度の最初の日

です。今年もよろしくお願い致します。 
米内会員：熊谷年度おめでとうございます。 
平光会員：今年度よろしくお願いします。 
工藤会員：ＳＡＡ今年一年間宜しくお願い致します。 
本人誕生日：清川会員、久保田会員、榊会員(○○才

になりました) 
≪会長･理事役員挨拶例会≫ 
熊谷会長：本日はクラブ協議会です。私達のクラブ

は南分区の幹事クラブです。一昨日南分区の幹事･

親睦委員長会議が開かれました。19 日の合同例会の

打合せでした。幹事クラブなので岡山親睦委員長と

幹事、私も参加。他のクラブは親睦と幹事でした。

会議はビールの負担などスムーズに行われその後

の懇親会も和気藹々と楽しく行われました。他のク

ラブの方と一緒、これがロータリーの親睦かと体験

し感激しました。 
 会長方針は年次活動計画の中にすべて記述され、

ホームページの会長紹介にも載っています。ご覧下

さい。ガバナー公式訪問のときに披露する事になり

ます。また活動報告はＡ4 版で読みやすくなります。

内容は従来通りです。各理事･役員より

挨拶をいただきます。 
三川直前会長：恒例により直前会長の

職となり、1 年間の経験を踏まえて熊谷

会長をサポートしたい。 
小原会長エレクト：通常例会ではなかった

センターテーブルに座りました。今年熊

谷会長のそばで勉強させてください。宜

しくお願いします。 
村上副会長：一年間やらせていただきま

す。よろしく。ポイントは理事会だと解

釈し、今年度の会長幹事は行動が早く、

会議の案内も 2 週間前でした。ぜんま

いを巻きなおして会長幹事を支えたい

と思います。1 人では出来ません皆さん

のご協力宜しくお願いします。 
平光職業奉仕：よろず相談、職場訪問例会を予定し

ております。近くなりましたらご協力願います。四

つのテスト唱和、毎月理解を深めていき、四つのテ

ストに恥じない行動をしていきたいです。週末セミ

ナーに参加します。 
山田国際奉仕委員長：仰せ付かった姉妹

クラブは私のため？にあるようで度重な

る委員長です。11 月 7 日南浦項ＲＣ30
周年式典です。多くの皆さん宜しくお願

い致します。私は 20 数回行っています。国際奉仕

には平和基金（旧ＷＣＳ）と姉妹クラブと大事なも

のが一緒です。（基金に関しては）毎例会

啓蒙して努力していきたい。 
榊ロータリー財団委員長：奉仕活動にはお金

がかかります。財団の勉強をしっかりし、

皆さんにお伝えしたいとお思います。ご

協力宜しくお願いします。 
長嶺規定審議クラブ細則委員長：指名され

た長嶺です。私がロータリーのことを知

っていると･･皆さん誤解があるようです。

知っておりませんので勉強します。 
伊藤幹事：幹事報告の中で、1 件伝えていません。新

会員候補者の件です。前年度、例会発表後異議申し

立てがあり保留されていました。クラブ細則 12 条 5
節に『理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、

理事会は、次の理事会会合において、この件について

票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにも

かかわらず、入会が承認された場合は(中略)所定の入

会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたもの

とみなされる。』とあります。申し送り事項で評決を

致しました。理事会出席者 11 名。10 名の理事が賛成

となりました。ロータリーに入って日も浅いです。Ｒ

Ｉテーマは平和、地区は平和の風に乗って、

会長方針は会員仲良く、寛容の心を持って

温かく見守っていただきたい。 

石橋会計：会計は 4 回目です。会計なので

今日会費を納めました。古希の年で理事役

員会も体力が続かなくなりました。山田さ

んＷＣＳ、私は年の初めに面倒なので 1年分入れます。 

工藤ＳＡＡ：一年間噛まないように貴重な時間、スムー

ズに運営できるよう頑張ります。

 


