
《会長要件》榊会長

　いよいよ初日が始まります、大相撲

では 15 日で終わりますがロータリーの

会長は一年の長丁場になります。理事・

役員含めて一年間、一生懸命頑張りま

すので皆様よろしくお願い致します。

大相撲は最近満員御礼の垂れ幕が下が

りますが、私たちも一生懸命頑張りますので、木曜

日はパークホテルへ自然に足が向くように、常に満

員御礼になるようにして頂ければ、私たち理事・役

員もやりがいが出てきます。ぜひとも今日出席でき

なかった方も含めて声を掛け合い出席をお願いしま

す。もちろん私たちも声掛けはします。一番の薬は

出席率が高くなり、和気あいあいと出席して頂ける

ことが一番の励みになりますのでよろしくお願いし

ます。

　今日から新年度という事で席が新しくなっていま

す。3 か月間はクラブ組織運営委員会中心の席です

ので、委員会の皆さんでコミュニケーションを取り、

活発に活動して頂けるようお願い致します。

　今年のプログラムの中の会員卓話とゲストスピー

チの例会では、前半はゲストスピーチ、後半は会員

卓話を予定しております。8 月のゲストスピーチは

八戸社会福祉協議会の方をお招きし、実際の奉仕活

動を 3.11 の時の事も含めてお話して頂きたいと思っ

ています。11 月は青少年に対してスポーツの指導し

ている方で、私が相撲が大好きなものですから、八

戸の相撲協会で活動されている川去さんという方に

お願いしてあります。12 月には野田村で縫製工場を

されている方に震災からの復興と中国からの研修生

の方のお話をして頂きたいと思っています。

　今日は理事・役員の挨拶がありますので、短めに

新しい年度の抱負として簡単にお話ししました。こ

れからどうぞよろしくお願い致します。

≪本人誕生日≫

榊会員　　　　　久保田会員　　　長嶺会員　

清川会員　　　　桜田会員

《幹事報告》伊藤幹事

　先程行われた理事・役員会の報告を

致します。8 月の例会プログラム、8 月

7日（木）ゲストスピーチ、8月 14 日（木）

任意休会、8 月 21 日（木）会員増強委

員会担当例会、8月 28 日（木）ガバナー

公式訪問準備例会（クラブ協議会）です。

8 月 1 日（金）の三社大祭への長生園のご招待は、

今年は吉田会員のホープフルのぎく園の方もお招き

して行う事になりました。ゆりの木通り、いつもの

所で午後 2 時くらいからですのでたくさんの方のお

手伝いをお願いします。こちらは社会奉仕活動です

ので出席の方はメーキャップ扱いになります。

　レターボックスに上期の請求書が入っていますの

でよろしくお願いします。ロータリーの友 7 月号、

松本年度の報告書は参加された方の所に入れてあり

ます。事務局にもありますのでご覧になってくださ

い。7 月 23 日（水）の合同例会の出欠を回していま

すので参加お願いします。バギオ便り、ザ・ロータ

リアンが届いています。

第 1889 回例会要旨

・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告　
　≪出席・親睦・コミュニケーション≫
・出席 100％表彰
・会長、理事役員挨拶

 

2014-15 年度ＲＩのテーマ「ロータリーに輝きを」
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《出席報告》桜田委員長

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 27 名。出席率

71％です。前々会の例会は、年度

末慰労例会でした。

熊谷ＳＡＡ
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか

吉田
職業奉仕委員長



《100％出席者表彰》田守前年度出席委員長
　

《会長・理事・役員挨拶》
《小原直前会長》

　直前会長として気楽になるかと思って
いましたが、山子さんの話を聞いて非常
にびっくりするとともに残念です。榊さ
ん、伊藤さんに申し訳なく思います。
　細則が変わりまして直前会長の任務が

重くなったので、出来るだけ出席する事と、40 周年
がありますので、そちらに協力したいと思います。
一年間よろしくお願いします。

《伊藤会長エレクト・幹事》
　幹事と兼務で、幹事の仕事が中心にな
ると思いますが、榊会長から色々と勉強
して次年度に備えたいと思います。皆様、
一年間よろしくお願いします。

《赤穂副会長》
　一年間榊会長奉仕の下で、いろいろと皆
さんのご協力で進めていきたいと思いま
す。皆様よろしくお願いします。

《吉田職業奉仕委員長》
　何事も勉強と思い引き受けました。一年
間、榊会長を助けられるか分かりませんが、
足を引っ張らないよう頑張ります。よろし
くお願いします。

《長嶺社会奉仕委員長》
　理事・役員の一員として、今年一年間
会のスムーズな運営に寄与できますよう
に、榊年度一緒に頑張ってきますのでよ
ろしくお願いします。
　社会奉仕委員会としましては、8 月 1
日の三社大祭に長生園の方をお招きして

の参加ですが、先程幹事からも報告ありましたが吉
田会員のホープフルのぎく園の方も一緒に三社大祭
を楽しんでもらおうと、先程理事会で決まりました。
例年ですと 30 人位ですがことしは 50 人近くになる
のではと楽しみにしています。会員の方も出来るだ
け参加してもらえるようお願いします。その他によ
ろず相談と、インターアクトと一緒に蕪島清掃もや
りますので、こちらも会員の皆様のご協力をお願い
します。

　山子会員から退会届が出されました。先ほどの理
事・役員会で退会の承認を致しました。

《ニコニコボックス》平光委員長
榊会長：今年 1 年間ガンバリます。皆
　　　　さん宜しくお願いします。
伊藤幹事：榊年度スタートです。皆様
　　　　　よろしくお願いします。
小原直前会長：榊会長、伊藤幹事の 1
　　　　　年間の御健斗をお祈りします。
赤穂副会長：1 年間よろしくお願いします。
黒田会員：今年度はＲＩの国際ポリオプラス委員会
　　　　　と運営審査委員会を担当します。ご協力
　　　　　をお願いいたします。
橋本会員：会長、幹事、役員の皆様、一年間ご苦労
　　　　　様です。
鈴木会員：榊年度よろしくお願いします。
長嶺会員：榊年度 1年間よろしくお願いします。
熊谷会員：祝！！榊丸出航。
小笠原会員：一年間よろしくお願いします。
工藤会員：榊会長、伊藤幹事 1年間頑張って下さい。
清川会員：榊会長、伊藤幹事、1 年間よろしくお願
　　　　　い致します。
平光会員：1 年間よろしくお願いします。三浦さん
　　　　　写真ありがとうございました。
本人誕生祝：久保田会員・長嶺会員・清川会員

《親睦活動委員会》平光委員長
　今年の本人誕生祝、奥様誕生祝、結婚記念日の記
念品は、吉田会員、小笠原会員、音喜多会員にお世
話になります、よろしくお願いします。本人誕生祝
の記念品についてご説明させていただきます。吉田
会員のご紹介でふれ愛プラザあおばさんという所で
作っている手作りの品です。手作りのポーチと青森
県産のヒバを使った香り袋、皆様の干支を型どった
ストラップ、写真立てなどが入っています。ふれ愛
プラザあおばさんについて吉田会員よりご紹介して
頂きます。

《吉田会員》
　今日ご紹介したふれ愛
プラザあおばさんという
のは、青葉にある知的障
がい者と、身体障がい者
の施設でこの品を作って
いただく事で、障がいの
ある方の所得向上につな

がりますので、ロータリーとして協力して頂く事を
すごく喜んでいました。皆さん一年間やりがいがあ
ると言うお話でした。よろしくお願いします。

《コミュニケーション委員会》米内委員長
　ロータリーの友 7 月号 77 ページ、八
戸ＲＣの峯さんの投稿した記事の中に
黒田先生とお亡くなりになられました
佐々木会員の写真が載っています。



《久保田国際奉仕委員長》

　ロータリー手帳に入っている関連

資料の中に、「国際奉仕は、書物な

どを読むことや通信を通じて、さら

には、他国の人々を助けることを目

的としたクラブのあらゆる活動やプ

ロジェクトに協力することを通じて、他国の人々と

その文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を

培い、国際理解、親善、平和を維持するために、会

員が行う活動から成る。」というような事が書いてあ

ります。今年度は様々な国際紛争とか、近隣諸国と

の領土問題とかが報道されていますが、先日黒田元

ＲＩ理事からもお聞きしましたが、海洋国家である

日本、とりわけ八戸は漁業が盛んですが、漁業にお

ける国際的な立場とか、紛争を巡る色々な状況を勉

強しながら我がクラブでの国際奉仕に対する考え方

を深めていきたい。南浦項訪問も、姉妹クラブを訪

問して友好を深める事も大事な目的だとは思います

が、その根底にある考え方を再認識したいと思い、

専門分野の方のお話をお伺いしながら進めていきた

いと思います。時間や回数に制限があるかもしれま

せんが、他の委員会で卓話などの時間が余るようで

あれば、譲っていただいて水産関係とか、法官先生

から国際的な話などをお話して頂き、まとめとして、

黒田先生から国際奉仕はどうあるべきかというよう

なお話を頂くような活動をしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

《小笠原青少年奉仕委員長》

　青少年委員会の活動を通じて次の世

代を担う人材育成に努め、八高インター

アクトの発展を図り、蕪島海岸清掃な

どの共同奉仕活動を行います。世界平

和と異文化の理解を深める青少年交換

の為に将来の交換学生受け入れの研究

をします。未来のロータリアンを育てる意味でも、

そして私も若くなったつもりで改めて奉仕の心を考

えてみたいと思います。頑張りますのでよろしくお

願いします。

《清川ローリー財団委員長》

　昨年まで幹事として理事・役員の方

には大変お世話になりましたので、私

も理事として協力できるように頑張り

ます。地区の方針である財団目標は、

年次寄付 100 ドル、ポリオプラス 60 ド

ルですので、委員会としてもこれを目

標にして頑張ります。一年間よろしくお願いします。

　

《鈴木規定審議・クラブ細則委員長》

　規定審議・クラブ細則委員会という

特別委員会の委員長を仰せつかってい

ますが、差し迫っている課題はござい

ませんので、ＲＩの情報を集めながら、

注目して勉強していきたいと思ってい

ます。理事・役員として会長をお手伝

いできればと思っていますので、よろしくお願いし

ます。

《平光会計》

　前会計で幹事の伊藤さんに色々と教え

て頂きながら皆様のご協力の下、一年間

務めたいと思いますのでよろしくお願い

します。

《熊谷ＳＡＡ》

　長年の憧れであったＳＡＡを今回初

めてやらせて頂いています。予想して

いた通り非常に心地よく、まるでオー

ケストラの指揮者になったような感覚

です。スムーズな例会進行は皆様のご

協力が非常に大事です。一年間よろし

くお願い申しあげます。

《榊会長》

　各委員長の皆様から抱負、計画を

お話して頂きました。皆様の力をお

借りして一年間頑張っていきたいと

思います。
　私が一年間の計画を立てるにあ

たって念頭に置いた言葉がありま

す。これは前事務局の荒木田さんが

最後のスピーチの時にお話したのですが、それを読

んでみます。「私の尊敬する初代会長の渡辺先生の言

葉を紹介します。『肩の凝らないロータリーであって

も基本を外れてはいけないので、ロータリーを勉強

してロータリアンらしい装いと、心構えを身につけ

ようと言う事を目指した。基本は親睦だから、親睦

を土台にして、お互いに友愛と奉仕の姿勢を整え合

う事を心掛けよう』」これを聞いてロータリアンとし

て非常に素晴らしい的を得た言葉だと思いました。

私は存じ上げませんが初代会長の言葉であると言う

事に深い感銘を受けました。これをもとに一年間頑

張っていきたいと思います。繰り返しますが新しい

理事・役員の皆さんと頑張って行きますので、皆さ

んのご協力の下、素晴らしい 40 周年も待ち構えてい

ますので、これを念頭に置いて一年間頑張ります。

よろしくお願いします。
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