2012-13 年度ＲＩのテーマ「奉仕を通じて平和を」
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八戸南ロータリークラブ会報
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●ガバナー 松本 康子
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第 1813 回例会記録 ≪年次総会例会≫
2012 年 12 月 6 日（木）

点鐘

12：30
レポート NO.1263

1813 回例会要旨
・四つのテスト唱和 平光職業奉仕委員長
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・ロータリー研究会報告
・年次総会

≪ビジター≫
佐々木博一様(八戸東 RC)
≪会長要件≫熊谷会長
今月は家族月間と言う事で、20 日クリスマス家族
会で楽しもうという事です｡『家族月間（Family
monthly）はロータリアンにプロジェクトや活動、
行事を通じて家族と地域社会への献身を示すとと
もに、クラブおよび地区はロータリー家族委員会を
設置し、会員とその配偶者や子供、親戚、元ロータ
リアン、亡くなったロータリアンの配偶者等に対す
る家族的な心配りや善意の行動は、さまざまな考え
を協力的に分かち合い、会員を増強し、退会を防止
し、組織を強化し、更に人道的奉仕活動を発展させ
ることによって、社会の信用を得、活力ある豊かな
ロータリーの発展に繋げることが期待されます』と
定義付けられています｡12 月、師走であわただしい
ですが、そこに選挙も有り、多くの党の乱立とお互
いの批判を聞き、心苦しいと感じるのは私だけでし
ょうか？家族は社会の最少単位です｡幸せになれる
ように何処が？どんな政治になるのかなとも思い
ます｡また、今日はクラブの年次総会です｡ご協力よ
ろしくお願い致します｡
≪お祝い≫
本人誕生祝
橋本会員
原田会員
熊谷会員

≪出席報告≫吉田出席委員長
正会員 45 名出席免除会員を除く会員 36 名中
本日の例会は免除会員 4 名を含む 32 名出席率 80％

前々回例会：特別例会出席率 100％
奥様誕生祝：山子会員

結婚記念日：村上会員、
高橋会員

≪幹事報告≫伊藤幹事
＊理事役員会決定事項
【1 月のプログラム】
3 日：任意休会
10 日：新年互礼会、
蕪島神社 12：30
17 日：会員卓話
24 日：歴代会長卓話、昼例会です｡
31 日：R 理解推進｡ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ追悼例会
＊1／26 の IM はグランドホテルです｡南分区幹事ク
ラブの当クラブがホストではなく、八戸がホストで
すので、沢山の方懇親会に参加ください｡
＊よろず相談を当初の予定では「はっち」でしたが、
会場的に無理なので、マルフクビルで行います｡
＊12 月 4 日石橋忠三郎会員よりの退会届受理
＊地区大会時のテレビ広告代の件、賄えるようにな
ったとの事で出金しません。

≪ニコニコ・ボックス≫ 平光親睦委員
熊谷会長：本日の年次総会よろしくお願いします｡
伊藤幹事：今日は年次総会です｡よろしくお願いし
ます｡
黒田 PG：東京でのロータリー研究会で野澤さんが公
衆トイレ復旧について立派に報告してくれました｡
野澤会員：お久しぶりです｡11／28 のロータリー研
究会で蕪島トイレの事業報告を無事発表してまい
りました｡
小原会員：年次総会よろしくお願いします｡
清川会員：次年度役員の皆様よろしくお願い致しま
す。
鈴木会員：次年度役員の皆様よろしく｡
三浦晃会員：2012 年の新語、流行語大賞が発表さ
れ(ワイルドだろう)(イクジイ)(美魔女)だそうです｡
平光会員：クリスマス会が近付いてきました｡ご参
加ご協力よろしくお願いします｡
本人誕生祝：原田会員(ありがとうございました)
橋本会員(ありがとうございました)
奥様誕生祝；山子会員
結婚記念日：高橋会員、村上会員
≪ロータリー研究会報告≫
野澤ＧＧ委員長
お久しぶりです｡椎間板ヘルニ
アで 10 月は休みました｡先般、11
月 28 日ロータリー研究会、2、3
年前に黒田ＲＩ理事の時に皆様お
手伝いをしたお台場での会議と同じので、その会議
で小沢復興委員長に報告に来いとのことで、ガバナ
ーやパストガバナーなど 500 人位の方や韓国、台湾、
アメリカの方から来られた方もいる所で公式のプ
ログラムの成果を話をして来ました。スライドを見
せて震災の時の、波の写真、引いた後の写真、50ｔ
のイカ釣り船が岸壁に打ち上げられたもの等です。
2011 年 3 月、黒田ＰＧが姉妹クラブとお話しをし
たことのスライドや申請書、グローバル補助金がア
メリカで大変手間取った事、その後復興基金で申請
書を作り直したことなどを話しました。8 月 10 日高
円宮様が蕪島を訪れた時に許可書が出たことを話
し、喜ばれた事も話しました｡宮様とのお話しは皆
さん好感度を持って聞いて下さいました｡黒田理事
が 300 万円寄付した事、地鎮祭の姿、鍬入れなどは
新聞に掲載され広報になった事、完成とその道筋を
石に刻み飾りました｡ハンディキャップトイレも作
り、市長、実行委員長などがテープカットし、市に
寄付をしたこと｡その成果はロータリー活動がどん
な事をしているのかを知らしめ、市が維持管理をし、
公益の起爆剤として国立公園制定に繋がります｡私

達がやったことで松川浦まで遊歩道が出来ます｡
福島の佐原パストガバナー、宮城の菅原パストガ
バナー、岩手日報の顧問のＰＧなど報告は 15 分ず
つでした｡福島は政治的絡みで大変だと言っていま
した。私は明るい話が出来ましたが、福島ではまだ
まだのようです。アメリカにいる娘からメールでア
メリカでは 3 号機が危ないと言っているそうですが、
ニュースでは 4 号機とも言っています。ガバナーは
福島を忘れないでと訴えていました｡
ロータリー研究会で震災復興と言う事で持って
いけたのも黒田元ＲＩ理事と言う事で出来た事で
す｡啄木が『友人が偉いと自分もまた偉い』といい
ますが、熊本にいる同期が黒田ＰＧのエイドをした
そうで、皆さんにも地区大会などへ一緒に行って見
聞を広めて欲しいと思いますし、他にメーキャップ
をすると良い経験にもなります｡
小沢復興委員長が、ロータリーが全部やろうとし
ても無理です｡起爆剤となるのが良いと言っていま
した｡協力する人がいないと出来ない事です｡馬を
引く人、乗る人、世話をする人それぞれが必要です｡
姉妹クラブがあるからＤＤＦが出来たという事で
す｡ありがとうござい
ました｡
≪クラブ年次総会≫
議長：熊谷会長
野澤さんありがと
うございました｡そし
てご苦労様でした｡ク
ラブ細則第 5 条 1 節
に『本クラブの年次総会は毎年 12 月第 1 例会日に
開催されるものとする。そしてこの年次総会におい
て次年度の役員および理事の選挙を行わなければ
ならない。』第 4 条 1 節会長に『本クラブの会合お
よび理事会の会合において議長を務め、その他通常
その職に付随する任務を行うことをもって会長の
任務とする。』とあります。総会の定足数について
幹事より発表していただきます｡
伊藤幹事：クラブ細則第 5 条 3 節に『会員総数の 3
分の 1 をもって本クラブの年次総会および例会の定
足数とする。』とあり、本日は会員 45 人中 36 名の
出席で定足数を満たしています｡
議長：クラブ細則第 3 条理事および役員の選挙、第
1 節に基づき、11 月 1 日に指名委員が 5 名選ばれま
した｡榊会員、山子会員、伊藤会員、石橋一男会員、
平光会員です。当日と 11 月 14 日の 2 回に渡り、私
と小原会長エレクトを含む 7 名で開催され、次々年
度会長に榊会員が選ばれました｡異議が無ければ拍
手にて同意ください｡（拍手にて決定）

理事役員についても承認されましたのでエレク
トより発表していただきます｡（別紙で発表、拍手
で承認）
≪次年度理事役員挨拶≫
（役職名は次年度です）
小原隆平会長：
次年度は北ＲＣからガバナー
が出て、コホストとして協力し
なければなりません｡次の榊年
度は 40 周年です｡それに向けて
私自身、ロータリーを楽しみたく、皆様も楽しめる
ようにご協力をお願いします｡
熊谷道雄直前会長：
引き続き息を抜かないようにします｡よろしくお
願いします｡
山子則男副会長：
副会長を仰せ付かりました｡
以前副は会長になる前だと思っ
ていました。そうでないことが
分り引き受けました｡会長不在
の時の挨拶が仕事のようです｡
原田正彦職業奉仕委員長：
しばらく振りに理事になりまし
た｡辞める時期が延びたのかなと
の思いですが、お手伝
いできるよう頑張り
ます｡
赤穂一夫社会奉仕委員長：
皆様のご協力の下、一年間頑張りま
す｡
吉田立盛新世代委員長：
新世代を仰せ付かりました｡ロ
ータリーを未だキチンと分ってい
ませんが、勉強だと思い引き受け
ました｡頑張ります｡
伊藤斉Ｒ財団、会計、副幹事：
ご迷惑をかけることが多々あると思いますが、よ
ろしくお願い致します｡
石橋一男規定審議･クラブ細則委員長：
こんにちは、はからずも規定審議･
クラブ細則委員長をやることとなりま
した｡本来は古希で隠居の身と思って
いましたが、小原さんに尽くしたいで
す｡

清川浩幸幹事：
大先輩の伊藤さんに比べ頼り
ない幹事です。副幹事にバック
アップして頂ける事を信じて、
皆様の協力とご指導を賜りたく
よろしくお願い致します｡
米内安芸ＳＡＡ：
ＳＡＡは難しい役目です｡ご協
力をよろしくお願いします｡
平光清美副ＳＡＡ：
今年度の工藤さん、次年度の米
内さんに付きまして 1 年半一生懸
命勉強して、スムーズな進行ができるように頑張りま
す｡
議長：
年次総会が滞りなく終わります｡ご協力ありがとうご
ざいました｡
≪他の次年度理事役員≫
榊清蔵会長エレクト
法官新一国際奉仕委員長

