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
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 松本 康子
● 会長 熊谷 道雄 ● 幹事 伊藤 斉 ● 会報委員長
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/ Email：hsrclub@hi-net.ne.jp
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org
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第 1838 回例会記録 ≪年度末委員会報告例会≫
2013 年 6 月 13 日（木） 点鐘 12：30
レポート NO.1278
1838 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・年度末委員会報告例会
≪ゲスト≫
南分区ガバナー補佐富岡義勝様(八戸ＲＣ)
≪会長要件≫熊谷会長
年度末のせいか出席率が良くなり、うれしい事です。
先週、南分区の現と次年度の会長幹事会が開催されま
した。今年は南クラブが幹事クラブで、合同例会やコ
ンペなどを行いましたが、私は会長を引き受ける時に
その事に気づかず泡を食った事があります。次期は八
戸中央クラブで、中央の次期会長もそこまで感じてい
なかったと挨拶で言っていました。私の年度、クラブ
の協力無くてはできなかった事で、良い経験をさせて
いただいたと思います。
今晩は現と次年度の理事役員会があります。今日の
例会は委員会の報告です。よろしくお願いします。
≪お祝い≫
本人誕生日：黒田会員、
大澤会員、佐々木会員、
松田会員
奥様誕生祝：大澤会員、
伊藤会員、長嶺会員
結婚記念日：田口会員、
清川会員、音喜多会員、長嶺会員

≪出席報告≫清川出席副委員長
正会員 44 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 3 名を含む 29 名出席率 77％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 0 名出席率 72％

＊ 来週の慰労例会は 6:30 パークホテルです。
＊ 次年度の合同名簿の校正、目を通してください。
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員
富岡ガバナー補佐：ガバナー補佐一年間お世話になり
ました。早退お許しください。
熊谷会長：各委員長の皆さん今日はよろしくお願いし
ます。
村上会員：委員長のみなさん一年間ありがとうござい
ました。
小原会員：先週はクラブ組織運営部門の委員会の引継
ぎありがとうございました本日は奉仕プロジェクト部
門の引継ぎをよろしくお願いします。
三浦晃会員：ニュータウンの登り坂のアカシアが咲き
今が見頃です。
米内会員：三浦晃様写真ありがとうございました。
平光会員：１年間皆様の前に立って四つのテスト唱和、
無事務めさせていただきました。
榊会員：会長他理事役員の方々そろそろですが、もう
ちょっとガンバって下さい。
本人誕生祝：黒田会員、佐々木会員
奥様誕生祝：伊藤会員
結婚記念日：清川会員、豊川会員
≪ガバナー補佐挨拶≫ 富岡様
ガバナー補佐を 1 年間勤めさせて頂
き、ご協力ありがとうございました。心
は晴れやかです。会長がさきほど合同会長幹事会の報
告をしましたが、幹事クラブとして立派にやって頂い
て感心しました。ガバナー補佐はガバナーとクラブの
≪幹事報告≫伊藤幹事
パイプ役と申し上げてきました。ガバナーからはただ
＊ 次年度の合同例会は 7 月 17 日(水)6:00 会長幹事会、 一つ会員増強が主たるものと言われ、現在 40 名増員で
6:30〜合同例会です。
す。南分区 8 名、東第 2 分区 14 名、東第 1 はゼロ、西
＊ 三沢ＲＣよりバッカス奨学金ゴルフコンペの案内 第 1 は 3 名、第 2 は 5 名、中分区は 9 名です。昨日五
が来ています。
戸へ行きましたら先月 1 名入会で 9 名。会員増強の橋
＊ 次年度例会プログラムが配布されています。
本精二さんにもう 1 名をとお願いし、単独 2 位にして
＊ 青森ＲＣ60 周年記念誌が届いています。
欲しいと言いました。1 年間ありがとうございました。
＊ 日韓親善会議の報告書が届きました。

≪各委員会報告例会≫司会：熊谷会長
報告を順次していただきます。
クラブ組織運営委員会：村上委員長
五年ぶりに理事役員会に参加し、副
会長を 1 年間務めました。会長をはじ
め皆さん前向きで圧倒されっぱなしで
した。会員の皆さんご協力ありがとう
ございました。
出席委員会：吉田委員長
熊谷会長に出席委員会をやるよう言
われよくわからずノーと言うことがで
きませんでした。お陰で人の顔と名前を
覚える事が出来、感謝しています。
会報委員会：山子委員長
写真を撮るくらいでした。テープ起
こしのご苦労が分った感じです。今度
は石橋新事務局がやるそうで、次期委
員長は寛大に、全文を起こす必要があ
るのか等、心配しています。
広報･雑誌･ＩＴ委員
会：久保田委員長
ホームページの更新やよろず相談の
報道取材を依頼し、担当例会で広報や
会報の話しをしました。
会員増強･職業分類委員会：
橋本委員長
副委員長は榊さんです。年度始めに村
上副会長を中心に会長･幹事と集まり、
増強をしようと会員全員に資料を配布、
松本ガバナーに純増 5 名をと言いまし
たが、2 名増、1 名減でした。力不足を
報告に変えます。
会員選考委員会：原田委員長
今年推薦者 2 名を選考。ロータリア
ンにふさわしいと理事会にあげて、入
会していただきました。
ロータリー情報･退会防
止委員会：三浦委員長
副委員長は野澤さんです。担当例会で
はネットを利用して『ロータリーとは何
か』をお見せし、新会員の方から、分り
やすかったとの感想を頂きました。退会
防止では楽しみながら交流をとカラオケ愛好会を作り
ました。
奉仕プロジェクト委員会：小原委員長
特段活動をしていませんが、奉仕部
門の委員会の方々が立派に活動してく
ださり感謝しております。
職業奉仕委員会：
平光委員長
①19 回目のよろず相談実施。社会奉
仕委員会と協同で、2 月 2 日ハートビ
ルマルフクで行いました。相談件数 11
件。相談者、誘導、会場設営などをし

てくださり感謝いたします。②職場訪問例会。10 月 25
日、山匠電気、エコ電化事業部のショールームを訪問。
山子会員には大変お世話になりました。③四つのテス
トの唱和。第 1 例会開始のときにさせて頂きました。
社会奉仕委員会：野澤委員長
副委員長は豊川会員です。三社大祭
の時、長生園の方を招待しました。例
年、場所的には長者公民館で休んでか
ら見学で、又今年もやっていただきた
いとのことです。席料の事も引き継ぎ
ます。
環境保全委員会：米内委員長
お陰様で多くのインターアクトの
方に手伝いを頂き蕪島清掃を行い、そ
の報告も例会でし
て頂きました。
親睦委員会：豊川副委員長
委員長の岡山さんから楽しく 1 年
間過ごしましたと申し付かっており
ます。
国際奉仕委員会：伊藤幹事
委員長も副委員長もお休みでメモを。日韓親善会議
では 4 名参加し、友好を深めました。姉妹クラブの 30
周年でも 5 名参加、親睦を深めてきました。
米山奨学委員会：赤穂委員長
奨学金の為の寄付金、鈴木会員が 9
回目のマルチ米山功労者した。
国際平和資金：
高橋委員長
缶が軽いようです。後
3 回あります。ご協力よ
ろしく。
姉妹クラブ委員会：
佐々木副委員長
大澤委員長欠席で代りです。南浦項Ｒ
Ｃ30 周年には委員長はじめ数名が参加
した事を伝えてくださいとの事でした。
新世代委員会：鈴木副委員長
木村委員長欠席ですが、昨年同様イン
ターアクトの年次大会、アクトの翼など
予定通りで、蕪島清掃も無事終わった事
を報告します。
ロータリー財団委員会：榊委員長
今年 100 ドル以上の寄付の方が 25 名。
アベノミクスでレートが上がり 1 月か
らお願いするのが心苦しくなりました。
財団は世界のどこかで困っている人に
使われていると思います。引き続き協力
をお願いします。
（今 100 円です。当初
は 80 円でした）
規定審議･クラブ細則委員会：伊藤幹事
長嶺委員長、近藤副委員長も休みで、メモは 12 月 10
日例会で規定審議会情報を。199 件の立法案が検討され
6 月 13 日例会、今日の例会で検討事項について発表。

3 年に一度の規定審議会が４月 21 から 26 日までアメ
リカ･シカゴにて行われ当地区･クラブにとって関係
する事項等がありますが、来年度正式に手続要覧が作
成されますので、クラブ細則は次年度にゆだねます。

ご協力ありがとうございました。
＊ 時間が余りフリートーキング、会長への意見等が
出ました。(省略)

