
≪会長要件≫小原会長
　先週の年度末慰労例会には大勢の会
員の皆様、奥様が御参加くださり、あ
りがとうございました。クラブから立
派な花束を頂戴し、感激いたしました。
昨夜は、南風会の打ち上げ会にお招き
いただき、出席してまいりました。会
は終始和やかなムードで、このような

会に参加すると、ロータリーはいいなと再認識いた
します。
　さて、本日は待望の新旧バッジ伝達式となりまし
た。
　ここで、簡単に１年間を振り返ってみたいと思い
ます。
　今年度は、第１に例会の充実と会員相互の親睦、
第２に会員純増３名、第３にロータリー財団への協
力、第４に地区大会への積極的な参加と協力、の４
つを会長方針と定めました。
　このうち、会員増強につきましては、私の努力不
足のため逆に１名の純減となり、皆様にお詫びしな
ければならないと思っています。例会の充実に関し
ましては、各委員会の御努力により、長生園入居者
の八戸三社大祭への招待等、当クラブ恒例のプログ
ラムを滞りなく終了できました。また、会員卓話や
ゲストスピーチで貴重なお話を頂戴できました。会
員相互の親睦につきましては、夜の例会や委員会活
動、奉仕活動等により親睦を図りましたが、私の力
不足により、まだ十分とはいえないものと思ってお
ります。次年度の榊会長は委員会活動の活性化に重
点を置くということですので、大いに期待したいと
思います。
　ベテラン事務局員の荒木田さんが前年度末で退職
され、新事務局体制で今年度はスタートしました。
年度当初は、清川幹事には特に苦労をおかけしまし

た。いろいろな経緯がありましたが、伊藤会員の奥
様が事務局として手伝ってくださることになり、現
在は諸々の事務がスムーズに処理されるようになり
ました。大変ありがたいことだと思っております。
　今年度は、田村郁三元名誉会員・第 13 代会長が８
月にお亡くなりになりました。また、３月初めに第
27 代会長の佐々木正雄さんがお亡くなりになり、大
きな驚きと喪失感に襲われました。昨年 11 月に開催
された南浦項ＲＣ創立 31 周年記念例会に、黒田元Ｒ
Ｉ理事、佐々木さん、清川幹事、私の４人で訪問し
た際にはあんなにお元気だったのにと思うと、いま
だに残念でなりません。
　いずれにいたしましても、理事役員の皆様、会員
の皆様の御協力で何とか会長を１年間務められたこ
とに感謝申し上げます。入会３年目に幹事という大
役をお引き受けいただいた清川さん、本当にありが
とうございました。また、会計に加え会報のテープ
起し、全般的なサポートをしていただいた伊藤さん
には重ねて御礼申し上げたいと思います。
　１年間本当にありがとうございました。
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《出席報告》田守委員長

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員７名を含む 39 名。出席率

73％です。前々会の例会は、出席

率 79％でした。

平光副ＳＡＡ



《榊次年度会長》
　とうとうバッジが付きました。1 年
間しっかり努めたいと思います。小原
会長の会長要件は素晴らしい会長要件
だったと皆さんからの評価で、私はそ
こまでは追いつけないとは思います
が、理事・役員としっかりとスクラム
を組んで頑張っていきたいと思いま
す。そしてまた、40 周年という事でもありますので、
全員野球という事で皆さんの絶大なるご協力をお願
いしたいと思います。通常の例会は楽しい例会、そ
して委員会活動も活発に行いたいと思っています。
一年間よろしくお願いします。

《伊藤次年度幹事》
　2 回目の幹事を仰せつかりました。熊
谷年度では熊谷会長にご迷惑を掛けなが
ら好き勝手やらせていただき、皆様にも
新米幹事という事で大目に見て頂きまし
たが、2 回目という事でいつになく緊張
しております。緊張したままミスの連続
だとは思いますが一生懸命努めますの

で、皆様のご協力よろしくお願いいたします。

《赤穂次年度副会長》
　3 回目の副会長を仰せつかりました。
会長を補佐して一年間頑張りますので、
色々とご協力ご支援の程よろしくお願
いいたします。

《小原会長》
時間が少しありますので理事会メンバーの方何人か
にお話をして頂きます。

《熊谷直前会長》
　直前会長といっても今まで役割があまり
なかったのですが次年度からは重要度が増
します。副会長の役割も兼務する事になり
ますので、小原会長今から覚悟しておいて
ください。あまり役に立たない直前会長で
したが、一年間ありがとうございました。

《平光副ＳＡＡ》
　今年度は副ＳＡＡとしてやらせてい
ただきました。副なのであまり出番が
ないかと思っていましたが、何度も司
会進行の役をやらせていただきとても
勉強になりました。そのまま次年度は
正のＳＡＡになるかと思っていました
が、熊谷さんがＳＡＡを引き受けて下さいましたの
で引き続き副ＳＡＡをやらせていただきます。親睦
の受付と一緒にやっていたので、走り回ってばかり
で落ち着いた進行も出来ませんでしたが、お気づき
の点がございましたら皆様にご指導いただきたいと
思いますのでよろしくお願いします。本年度ありが
とうございました。

《法官国際奉仕委員長》
　今年度はいろんな形で参加させてい
ただこうと思っていましたが、楽しい
夜例会にもあまり出られませんでした。
今後は例会に出席することを心掛けて
出席したいと思います。歌は下手です
がマイクは好きですので夜も参加した
いと思います。

《幹事報告》清川幹事
　例会変更のお知らせです。八戸 RC 7
月 23 日 ( 水 ) 時間変更。八戸東 RC 7
月 18 日 ( 金 ) 時間場所変更。八戸北
RC 7 月 22 日 ( 火 ) 時間場所変更。八
戸中央 RC 7 月 14 日 ( 月 )　時間場所変
更、7月 21 日 ( 月 ) 祝日につき休会。
7月のロータリーレートは1ドル102円です。

　三沢 RC から「第 49 回バッカス奨学基金カンパゴ
ルフ大会」の案内が届いています。8 月 3 日 ( 日 )、
場所は米軍三沢基地内のゴッサーメモリアルコース
です。参加希望者は事務局までお知らせください。

《ニコニコボックス》平光委員長
小原会長 : 会員の皆様の 1 年間のご協力に感謝いた
　　　　　します。
清川幹事 :1 年間皆様には大変お世話になりました、
　　　　　ありがとうございました。
榊会員 :小原会長、清川幹事一年間ご苦労様でした。
黒田会員 : 小原会長さん、清川幹事さん、ご苦労様
　　　　　でした。
近藤会員 : 小原会長さん 1 年間ご苦労さまでした。　
　　　　　すばらしい会長要件を聞かせていただきました。
大澤会員 : 小原会長、清川幹事をはじめとする皆様
　　　　　1 年間お疲れ様でした。榊次年度会長、　
　　　　　伊藤幹事、来年度よろしくお願いします。
三川会員 : 小原会長おつかれ様でした。榊新会長よ
　　　　　ろしくお願いします。
鈴木会員 :小原年度お疲れ様でした。
久保田会員 : 工藤さん昨日は景品いただきありがと
　　　　　うございました。
伊藤会員 : 小原年度お疲れ様でした。清川さん無事
　　　　　終わってよかったね。
平光会員 :1 年間親睦委員会にたくさんご協力いただ
　　　　　きありがとうございました。

《米山記念奨学会委員会》小笠原委員長
　一年間米山を担当させていただきま
した。昨年 11 月 14 日に地区の米山委
員長である工藤様と、タイからの米山
奨学生チンダークン・スキットさんを
お招きして担当例会を行いました。米
山奨学生が勉学に励めるよう、私も微

力ながら毎年寄付を行っています。今年は 6 人の方
からご寄付を頂戴しましたが来年の委員長さんには
10 名を目指して頑張っていただきたいと思います。
私も寄付を致しますので皆様もよろしくお願いしま
す。どうもありがとうございました。
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