
≪会長要件≫小原会長

　事務局についてお知らせしま

す。

　前々回の例会で申し上げたとお

り、石橋智子さんには 12 月いっ

ぱいお手伝いを御願いしたいと

思っていたのですが、先週の例会

時に、本人から 11 月いっぱいで

事務局を退任したいとの申し出が

ありました。よって、本日から、

伊藤斉会員の奥様である伊藤待子様に事務局を御願

いすることになりました。伊藤待子様、会員の皆様、

何卒よろしく御願いします。

≪幹事報告≫清川幹事

　本日の定例理事・役員会の報告をいたします。

1 月の例会について、1 月 2 日 ( 木 ) 任意休会、1 月

9 日 ( 木 ) 例会変更、新年互礼例会 12 時 30 分蕪嶋

神社です。昼食はマリエント５階のレストラン千陽

さんでいただきます。１月１６日(木)奉仕プロジェ

クト委員会担当例会、１月２３日 ( 木 ) 国際平和資

金委員会担当例会、会員卓話も予定しています。

　１月３０日 ( 木 ) ロータリー理解推進及びポール

ハリス追悼例会です。村上会員増強職業分類委員会

委員長より新会員の推薦があり承認しました。

　ガバナー事務所より、地区大会の時に韓国から

今年度のネクタイとスカーフをいただきましたが

ネクタイ１本とスカーフ 10 枚残っています。１枚

1，000 円にてお譲りし全額ポリオに寄付しますので

ご協力くださいとの連絡がありました。希望者は幹

事までお願いします。

　　新会員候補者をご紹介します。

三浦百合子さん、６８歳、勤務先

は（株）ミツワ部品商会、役職は

代表取締役、業種は大型自動車部

品販売、スポンサーは豊川会員で

す。ご異議のある方は１週間以内

に文書で幹事までお申し出くださ

い。

　クリスマス家族例会、新年互礼例会、IM の出欠が

回っています。ご出席お願いします。

　シドニー国際大会、八戸地区から３０人の予定で

したが３６名の募集で後３人余裕があります。今週

いっぱいで締め切りますので参加希望の方はご連絡

ください。

≪ニコニコボックス≫平光親睦委員長

小原会長：クラブ年次総会よろし

　　　　　くお願いします。

清川幹事：本日は年次総会です。よ

　　　　　ろしくお願いします。

榊 会 員：年次総会よろしくお願

　　　　　いします。

平光会員：クリスマス家族例会の

ご案内を送らせていただきました。

出欠の確認とビンゴの景品お願いします。家族会員

の会費は来週集金したいと思いますのでご協力お願

いします。

本人誕生日　橋本会員、原田会員、熊谷会員

奥様誕生日　山子会員

結婚記念日　村上会員

　来週は親睦委員会担当例会です。講師の先生を呼

んで「健康な体作り」をテーマに年末年始を元気で

迎えられるよう講義していただこうと考えています。

タオルを使用しますので、私のほうでも準備します

がご自分のタオルが良い方はご持参ください。
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《出席報告》田守出席委員長

正会員数 44 名。本日の出席は免除

会員４名を含む 32 名。出席率

84％です。前々回の例会は、メー

キャップ１名、出席率 71％でした。
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《広報・雑誌・ＩＴ》鈴木委員長

　１２月号ロータリーの友の記事

について紹介

　横組みｐ１９　第１２回日韓親

善会議についての記事が有り

ｐ２１の写真には黒田先生（おそ

らく）が写っています。

　横組みｐ３２　地区大会略報に

第２８３０地区の大会について掲

載されています。

　横組みｐ９　　親族３人以上がロータリアンの紹

介で、八戸北ＲＣの源新さんご家族が紹介されてい

ます。

《クラブ年次総会》

議長：小原会長

　クラブ細則第５条第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条第１節に、

「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。よって、

これからは、私が議長を務めさせ

ていただきます。清川幹事より、

本日の出席者数について発表して

いただきます。

清川幹事：

　クラブ細則第５条第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。」と規定されています。本

日は、会員 44 名中 32 名出席しており、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

の規定に基づき、10 月 31 日に指名委員選挙を行い、

山子会員、赤穂会員、伊藤会員、村上会員、米内会

員の５名が指名委員に選任されました。これに私と

榊会長エレクトを含む７名で、第１回指名委員会を

10 月 31 日、第 2 回目を 11 月 14 日に開催しました。

なお、指名委員会には、オブザーバーとして清川幹

事にも出席していただいております。これらの審議

を踏まえて、何人もの会員に次々年度会長就任の御

願いをしましたが、健康上の理由や仕事上の理由等

で承諾される方がなく、このままでは、会長経験者

のどなたかに 2 回目の会長を御願いせざるをえない

ところまで追い込まれました。この現状を見かねて、

伊藤会員から、非常にありがたい申し出がありまし

た。伊藤会員には、三川年度から会計及び幹事を連

続して引き受けていただいている状況で非常に心苦

しかったのですが、11 月 27 日に私と榊エレクトの

二人で会社にお伺いし、伊藤会員と奥様に、何とか

次々年度会長をお引き受けいただけないかという御

願いをして、苦渋の決断をしていただきました。以

上を踏まえて、12 月 3 日に第 3 回指名委員会を開催

し、次々年度会長、次年度理事役員、次々年度の幹事、

会計及びＳＡＡの御承認をいただきました。

　次々年度会長を伊藤斉会員にお願いしたいと思い

ますので、皆様、拍手で御承認ください（拍手にて

決定）。

次年度理事役員の発表前に、クラブ細則変更につい

てお話したいと思います。次々年度会長を御願いす

るにあたって、阻害要因の一つとして、会長になる

と例会を休めないということがあるのではないかと

いう指摘が榊エレクトからありました。そこで、現

在１名となっている副会長職を２名とすることがで

きるというクラブ細則の変更案について、規定審議・

クラブ細則委員会にお諮りしました。委員会で検討

していただいた結果、理事役員数を現在以上に増や

すよりは、会長と副会長がともに不在の場合には、

直前会長がその代理を務めることとするようクラブ

細則を変更することにしてはどうかというアドバイ

スを頂戴しました。具体的な内容は、来年開催の規

定審議・クラブ細則委員会の審議でもんでいただく

予定ですが、次年度理事役員選任にあたり、以上の

ような背景があったことを御理解いただきたいと思

います。

　それでは、次年度理事役員を榊会長エレクトから

発表していただきます。

榊会長エレクト：

　次年度の役員発表の前に小原会

長からもお話がありましたよう

に、会長をお引き受けいただくこ

とにかなり手間取りました。その

中でいろんなご意見をいただきま

した。会長になるとなかなか休め

ないということを含め負担がかか

らないような方法を考えていかな

ければと思い規定審議・クラブ細

則委員会にお願いしご検討をしていただくことにな

りました。人選に苦労しましたが皆様からお話を伺

うことができたことがプラスになりました。最後の

最後に伊藤さんに引き受けていただきましたが本当

に申し訳ないという気持ちとともに本当に助かりま

した。大変な時に引き受けてくれる人がいるという

ことで今後のつながりの中でプラスになりました。

かなり時間がかかりましたので次年度の理事・役員

をお願いするのもギリギリになりました。そこでも

色々なお話を聞くことができ、そういった中で「い

いよ」と言って引き受けていただき本当にありがた

いなと感じた一か月間でした。

　それでは次年度の役員を発表しますが、次年度は

４０周年ということで一つの思いがありまして、あ

まり経験のない私にアドバイスをしていただけるよ

うに会長経験者、ベテランの会員、女性会員、そし

て次の次を担っていただける若い方との思いで新し

い方々にもお願いしました。そういった想いで４０

周年やっていきたいと思っています。それでは発表

します。（榊会長エレクトから、次年度理事役員案の

発表。拍手にて承認）

議長：それでは、次年度理事役員の方々から一言ず

つ御挨拶お願いします。



《次年度理事役員挨拶》

（役職名は次年度です）

榊清蔵会長：

　先ほど発表の時に述べましたので他の方に時間を

譲りたいと思います。よろしくお願いします。

小原隆平直前会長：

　榊年度、サポートして４０周年成功させたいと思

います。

伊藤斉会長エレクト兼幹事：

　会長エレクトを仰せつかりました。

二度目の幹事も合わせてやらせていた

だきます。まだまだ経験不足ではござ

いますが、一生懸命努めたいと思いま

すので皆様どうぞよろしくお願いしま

す。

赤穂一夫副会長：

　次年度副会長を引き受けました。

一年間よろしくお願いします。また

今回、指名委員会で指名いただき、

指名委員の方、会員の方々に足を運

んでいただきましたが期待に添えな

かったことを、ここでお許しいただ

きたいと思います。

吉田立盛職業奉仕委員長兼副幹事：

　職業奉仕委員長を仰せつかりまし

た。何事も勉強だと思い引き受けまし

た。会長を助け、先輩方の話をよく聞

き、一年間頑張りたい

と思います。よろしく

お願いします。

久保田幸造国際奉仕委員長：

　国際奉仕の久保田です。よろしく

お願いします。

小笠原弓子青少年奉仕委員長：

　青少年委員長の小笠原です。若いの

で頑張ります。

清川浩幸ロータリー財団委員長兼副会計：

　ロータリー財団と副

会計の清川です。円安

傾向で 110 円になるの

ではという噂も出ていますが、皆様の

ご理解をいただき、皆様の善意が届く

ような委員長を目指します。よろしく

お願いします。

鈴木一史規定審議・クラブ細則委員長：

　次年度の規定審議に関してはそんな

に大きな課題はないのではと予想して

いるのですが、理事として会長のお役

に立ちたいと思います。

平光清美会計兼副ＳＡＡ：

　今年度も副ＳＡＡをやらせていただ

いておりますが、来年度は会計になる

ことになりました。引き続き副ＳＡＡ

もやらせていただきます。よろしくお

願いします。

熊谷道夫ＳＡＡ：

　ＳＡＡをやらせていただく予定の熊

谷です。例会を仕切る大切な役目です

ので精いっぱい務めさせていただきま

す。日ごろからあこがれていた役職で

すので張り切ってやらせていただきま

す。よろしくお願いします。

議長：以上で、クラブ年次総会を終了します。

《他の次年度理事役員》

法官新一社会奉仕委員長：

野沢会員より 11 月 6 日の八戸市功労者・善行者表彰

でいただいた銀杯の処遇について理事会に諮ってほ

しいとの申し出があった。


	2013-12-05-1.pdf
	2013-12-05-2.pdf
	2013-12-05-3.pdf

