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第 1840 回例会記録 ≪新旧バッチ伝達例会≫ 

2013 年 6 月 27 日（木） 点鐘 12：30 

                   レポート NO.1280 

≪ビジター≫ 
境充廣様(神戸西ＲＣ) 

≪会長要件≫熊谷会長 
 本年度最後の例会となり

ます。会長をおおせつかっ

て 1 年。皆様の絶大なる協

力の下、この伝統ある八戸

南ＲＣの会長職を全うする

ことが出来ました。年度始

め会長要件はロータリーに関する話をする。と思って

いましたので今日はその総括を。 
 1 年間を振り返って、プログラム時は例年通り実行で

きたと思います。各委員会担当例会に始まり、公式訪

問、納涼例会、秋の家族会、クリスマス会、新年互礼

会、よろず相談、4 月の創立記念例会、5 月蕪島清掃と

花見例会、6 月の早朝例会と年度末慰労例会。盛りだく

さんの内容でした。他の事業として、南分区幹事クラ

ブとして合同例会や合同ゴルフコンペ、会長･幹事会な

どを行いました。 
 3 年に 1 度の南浦項ＲＣとの姉妹クラブ再調印年度

でしたが、前年度の三川年度に創立記念例会･蕪島トイ

レ完成記念式典とあわせて調印式を行いました。11 月

には南浦項ＲＣの創立 30 周年式典に参加。 
 当クラブにとって大きな出来事は今年度で事務局の

変更です。長年お世話になった荒木田さんが 6 月で退

職となります。八戸、八戸東と 3 クラブまとめて事務

をやっていて下さったのですが、今度は各クラブ単独

で行うこととなりました。石橋忠三郎元会員の奥様に

お願いし、会報のテープ起こしも石橋さんにお願いす

るということです。 
 本年度の会長方針に『静かな年度･･･』云々と書いて

ありますが、あれよあれよと言う間に 1 年間が過ぎま

した。円滑に来たことは伊藤幹事の力と皆様のご協力

があったからと感謝申し上げます。最後に会長方針の

中に田中作次ＲＩ会長の言葉を運用していました。そ

れを読みます。『目標を立てそれを実践できるかどうか

は私達しだいです。人々が自力で生きて行けるように

助けられるかどうかは私達次第です。超我の奉仕を実

践し、“奉仕を通じて平和を”を達成していけるかどう

かは私達次第です』とあります。 
 1 年間どうもありがとうございました。 
≪幹事報告≫伊藤幹事 
＊ 6 月 13 日理事会決定事項 

・リレーフォージャパンへの協賛金 30,000 円 
・蕪島絵画コンクールへの協賛金 20,000 円 
・大澤会員 65 歳にて出席免除会員申請、受諾。 
＊ 例会変更 

八戸ＲＣ：7 月 17 日例会 
八戸東ＲＣ：7 月 19 日時間変更 
八戸北ＲＣ：7 月 16 日時間･場所,23 日時間変更 
八戸中央ＲＣ：15 日は休日 22 日,29 日時間場所変更 

＊会報のＮＯが間違っておりました。プラス 1 してく

ださい。         (すいませんでした by 庭田) 
≪ニコニコ･ボックス≫平光親睦委員 

熊谷会長：1 年間皆さんのご支援、本

当にありがとうございました。 
伊藤幹事：熊谷会長、会員の皆様 1 年

間ありがとうございました。 
村上会員：熊谷会長･伊藤幹事ご苦労

様でした。小原丸のご活躍を期待して

おります。 
小原会員：熊谷会長、伊藤幹事、荒木

田さん大変お疲れ様でした。 
工藤会員：つたない SAA でしたが、今日をむかえるこ

とが出来ました。ありがとうございます。 
清川会員：熊谷会長、伊藤幹事一年間ありがとうござい

ました。来年度よろしくお願い致します。 
橋本会員：熊谷会長、伊藤幹事、役員の皆様一年間大

変ご苦労さまでした。小原新会長以下皆様頑張りまし

≪出席報告≫吉田出席委員長 

正会員 44 名出席免除会員を除く 

会員 35 名。本日の例会は免除会員 4

名を含む 28 名出席率 72％、前々回例

会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1 名出席率 77％ 
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ょう。 
鈴木会員：熊谷年度お疲れ様でした。先週は突然休み、

失礼しました。 
橋本会員：荒木田さん長い間大変ご苦労さまでした。石

橋さんどうぞよろしく 
三川会員：熊谷会長ご苦労さまでした。荒木田さんお世

話になりました。 
平光会員：熊谷会長、伊藤幹事一年間ありがとうござ

いました。荒木田さんありがとうございました。来年

度は親睦委員長として皆様を受付でおむかえ致します。 
榊会員：熊谷会長、伊藤幹事一年間お疲れ様でした。あ

りがとうございました。 
吉田会員：熊谷会長一年間ありがとうございました。 
岡山会員：熊谷会長、伊藤幹事一年間ありがとうござい

ました。 
荒木田志保子さん：長い間たいへんお世話になりました。

皆様のご健勝とご多幸、南クラブの益々のご発展をお

祈りしております。 
本人誕生祝：長嶺会員 
結婚記念日：長嶺会員 
≪ビジター挨拶≫境充廣 様 
 こんにちは神戸西 RC の

境と申します。明日むつの

方で仕事がありおじゃまし

ました。前回来たときは青

森 RC におじゃましました。今回東京から来たので八

戸でした。神戸西 RC は６０周年をむかえます。以前

は１００名程いたのですが、今は 63 名で若い人が少

なく平均も上がっています。このクラブは女性が多

いですが、私のところは 5 名おり、今女性が幹事で、

来年女性が会長をしますので、クラブが様変わりし

新しい世代に向かっていくと思います。 

 私は八戸にはじめて来ました。スケートが盛んなこ

とは知っていました。今は弁護士ですが、以前は裁判

官で、20 年程前函館に勤務しており青森との対抗戦な

どがありましたので･･･。冬は寒くて来るのはたいへん

ですが、今は温かいので思い出を作って帰りたいです。

バナーを持ってきましたので交換を。 
≪新旧バッチ伝達例会≫ 
今年度会長･副会長･幹事から次年度へバッチ他伝達 

小原次年度会長： 
今バッチをいただきました。職業柄

4 月から 6 月はバタバタしており、7
月に入ってから少しずつ考えたいと

思っています。ご協力よろしくお願い

申し上げます。 
清川次年度幹事： 
 今エレクトが言ったのと同じく、

私も総会などで中々時間が取れませ

ん。いただいたバッチが重く耐えら

れなくなるのではとの思いです。皆

様のお力を借りて頑張って行きたい

と思います。 
≪現年度理事役員登壇≫ 

 
熊谷会長：今年度会の運営に携わってくださった

方々です。一言。（左より） 
三川直前会長：アドバイスできればよかったのです

が、不本意ながら余り出来ませんでした、立派に熊

谷年度が終わられたと思います。 
小原会長エレクト：来週から頑張ります。 
村上副会長：熊谷会長の影武者を 2、3 回やって終わ

りました。来週から気楽な身で参加です。 
平光職業奉仕委員長：先々週報告しましたが、よろず

相談、職場訪問等、ご協力ありがとうございました。 
榊財団委員長：寄付をいただくことが気苦労でした

が、いただいた時はありがたかったです。ありがた

さを感じた年でした。 
伊藤幹事：1 年間あっという間でした。清川さん、私

はいっぱい失敗してきました。安心してください。 
石橋会計：例年通りでしたが、幾分か残すことが出来

ました。次年度頑張ってください。 
工藤ＳＡＡ：1 年間無欠席でと思ったのですが、途中 
休養をしました。最後は閉められて良かったです。 
 
久しぶりの音喜多会員：先週出席できず、

お世話になった荒木田さんにお礼をと

思い出席。今も体を鍛えています。幾つ

になっても鍛えれば鍛えられます。 
【 新 旧 事 務 局 の お 二 人 で す 。         

荒木田さんお世話

になりました!】 
 
 
 
 
                   


