
《会長要件》榊会長

　今日は年次総会です。一年前の今の

時期は当時の小原会長と私とで会長ノ

ミニーをお願いするのに約一か月位か

かった記憶があります。皆さんの所を

回って色々なご意見も聞こえてきまし

たが今回はスムーズに行きました。こ

の時期にノミニーを決めるこのシステムは組織的に

はいいのかなと思います。ノミニーになって半年、

エレクトになって一年間十分に経験を積んで勉強す

る時間があると思います。その中で一生懸命勉強さ

れて南ロータリーの次年度及び今後の体制づくりに

役立てるよう精進して頂きたいと思います。

《新会員紹介者スポンサーバッジ》

石橋会員

《本人誕生日》

橋本会員　　　　 原田会員　 　　　熊谷会員

《奥様誕生日》　　《結婚記念日》

鈴木会員　　　　 高橋会員

《幹事報告》伊藤幹事

　定例理事役員会の報告です。
・1 月のプログラムについて、1 月 1 日
( 木 ) 休日につき休会、1 月 8 日 ( 木 ) 
例会変更、新年互礼例会 12 時 30 分　
蕪嶋神社、1 月 15 日 ( 木 )　出席委員
会担当例会、1 月 22 日 ( 木 ) ゲストス
ピーチ又は会員卓話、1 月 29 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。
・三浦一雄会員より出席規定免除会員の申請があり
承認しました。
・ガバナーエレクト事務所より依頼されていた地区
広報委員に久保田会員を推薦する事にしました。
・指名委員会より次年度の理事・役員案が出され承
認しました。
・吉田職業奉仕委員長よりよろず相談は 2 月 7 日
( 土 )、ワシントンホテル 9 階で行うとの報告があり
ました。詳細は後日お知らせしますが皆様のご協力
をお願いします。
・レターボックスに IM のプログラムが入っています。
・先日ゲストスピーチをして頂いた柳様よりお礼状
が届いています。(お礼状読み上げ )
・11 月 20 号の会報の日付が間違っていますので訂正
をお願いします。
・全国青少年交換シンポジウムの案内が届いていま
す。1月 18 日 ( 日 ) 神戸国際会議場です。
・長生園便りが届いています。
・クリスマス家族会の景品の寄贈にご協力お願いします。
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《出席報告》清川会員

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員５名を含む 26 名。出席率

70％です。前々会の例会は、メー

キャップ１名、出席率 69％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



しければ拍手をもってご承認して頂きたいと思いま

す。(拍手にて承認)どうもありがとうございました。

《議長》

　次年度理事役員が目出度く承認されました。ここ

で次年度理事役員の方から一言抱負などご挨拶を頂

きます。

《次年度理事役員挨拶》(役職名は次年度です )

《伊藤斉会長》

　第 41 代の八戸南ロータリークラブの

会長を引き受ける事になりました。改

めてこの場に立って身の引き締まる思

いです。次年度の理事役員の皆様には

快く引き受けて下さり、この場を借り

て改めてお礼申し上げます。特に吉田

会員には会長エレクトという大事な役職をお願いし

たところ、引き受けて頂きましてありがとうござい

ました。何分入会して六年、第 41 代の時が七年目で

ございます。幹事も二度ほどやらせていただきまし

たが、慣れからかミスが多々ありまして皆様には大

変ご迷惑を掛けております。あらためまして皆様か

らご指導いただきながら、この重責を全うしたいと

思っております。第 42 代吉田会長の年度には長嶺会

員がガバナーに就任なさいます。南クラブにとりま

してつなぎの年ではありますが、大変大事な年にな

ると思っていますので皆様のご協力を重ねてお願い

申し上げご挨拶とさせていただきます。皆様どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

《榊清蔵直前会長》

　はれて直前会長になることが出来ま

す。伊藤前幹事、伊藤会長にはすべて

おんぶにだっこで本当にありがとうご

ざいました。これからは何でもお引き

受けしたいと思っております。それか

ら今日非常にうれしく思うのは吉田さ

んがノミニーを引き受けてくれたことです。全面的

に皆で応援して盛り上げていきたいと思いますので

よろしくお願いします。

《吉田立盛会長エレクト》

　会長エレクトがどれほど重要なのかよ

く理解しないまま引き受けてしまったよ

うな気がします。長嶺さんの足を引っ張

らないように、そして諸先輩方が作って

きた南クラブの歴史を汚さないよう精

いっぱい努めたいと思いますので、皆様

のご協力よろしくお願いします。

《米内安芸副会長》

　次年度の副会長を引き受けさせてい

ただきました。今年度の赤穂さんから

よく聞いて、ミスがないように補佐で

きればいいと思っています。全力を尽

くしますのでどうかご協力を頂きたい

と思います。よろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》平光委員長

榊会長 : 今日は年次総会です。皆様よ

　　　　ろしくお願いします。

伊藤幹事 : 皆様今日はよろしくお願い

　　　　します。

小原会員 : 伊藤会長エレクト及び吉田

　　　　会長ノミニーのご活躍をお祈

　　　　りします。

鈴木会員 :㊗次年度役員決定

平光会員 : クリスマス家族会、景品のご寄付とワイ

ンの提供よろしくお願いします。当日は会員は無料

ですのでニコニコへのご協力よろしくお願いします。

本人誕生日 :橋本会員、原田会員、熊谷会員

奥様誕生日 :鈴木会員

結婚記念日 :高橋会員

《クラブ年次総会》榊会長

　クラブ細則第 5 条第 1 節に、年次総会において次

年度の役員及び理事の選挙を行わなければいけない。

又、第 4 条第 1 節に会長が議長を務めるとあります

ので、私が議長を務めさせていただきます。承認を

いただく定足数について伊藤幹事より発表していた

だきます。

《伊藤幹事》

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。」

とあります。本日は正会員 43 名中 26 名の出席で定

足数を満たしておりますので本日の総会は成立しま

す。

《議長》

　定足数を満たしておりますのでこれ

より議事を進行して参ります。次次年

度の会長の指名について 10 月 30 日の

指名委員会の選挙で、平光会員、吉田

会員、清川会員、熊谷会員、三浦晃会

員が選任されました。私と伊藤会長エ

レクトを含む 7 名で第 1 回目の指名委員会を 11 月

12 日に開催しました。その際に吉田会員にお願いし

て快く引き受けていただきました。それを踏まえて

今日第 2 回目の指名委員会を開催して、次年度の理

事役員案について承諾いただき、理事会においてこ

の内定案を承諾していただきました。これを受けて

年次総会に諮りたいと思います。次次年度の会長を

吉田会員にお願いしたいと思いますので、皆さんよ

ろしければ拍手でご承認下さいます様お願い致しま

す。( 拍手にて承認 ) ありがとうございました。ご

承認をいただきました。それでは次年度の理事役員

案を伊藤会長エレクトより発表していただきます。

《伊藤会長エレクト》

　皆様のお手元に資料をお配りしま

す。2015－16 年度の理事役員案を発

表させていただきます。指名委員会

と理事会の承認をいただいておりま

す。( 資料読み上げ ) この案で是非

皆様のご承認をいただきたく、よろ



《鈴木一史職業奉仕委員長》

　職業奉仕委員長をお引き受けする事

になった鈴木です。職業奉仕委員長は

二回目だと思いますが、多分 20 年前で

当時はよろず相談もなかったので、まっ

たくやる事が違っていたと思います。

初めての経験のようなものだと思いま

すのでよろしくお願いします。職業奉仕というのは

とにかくロータリーの出来た時からの基本だろうと

何となくは理解していますが、クラブではどうなの

かと難しいところはあると思います。色々と頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

《石橋一男社会奉仕委員長》

　社会奉仕を引き受ける事になった石

橋です。年を取って参りましたのでお

役に立てるかどうか分かりませんが、

理事役員の皆さんにご迷惑を掛けない

ように務めさせていただきます。皆さ

んどうぞご協力ください。

《熊谷道雄国際奉仕委員長》

　初めての国際奉仕委員長でございま

す。次年度は例年の南浦項創立記念例

会の 11 月ではなく、6 月のソウルの国

際大会に照準を合わせて韓国を訪問し

たいと思っています。その時は皆様に

ご協力を頂きたいと思っていますので

よろしくお願いします。

《小原隆平ロータリー財団委員長》

　ロータリー財団委員長を引き受ける

事になりました小原です。昨年度私が

会長の時に伊藤さんには会計とロータ

リー財団委員長とお引き受けいただき

非常にお世話になりましたので、何と

か恩返しをしたいと思います。皆様ご

協力よろしくお願い致します。

《近藤保規定審議・クラブ細則委員長》

　規定審議・クラブ細則は 10 回目くら

いではないかと思いますが、私の最も

苦手とする分野の委員長を引き受ける

事になりました。次年度は健康管理に

留意いたしまして、理事会は 100％出

席に近づけるように努力をしたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。

《吉田立盛幹事》

　三川会員から頂いたロータリー入門

書に幹事を引き受けるとクラブの運営

がより理解できロータリーが好きにな

ると書いてありますので、伊藤会長の

足を引っ張らないように益々ロータ

リーが好きになるよう何とか幹事を務

めさせていただきます。よろしくお願いします。

《清川浩幸会計》

　会計を引き受ける事になりました清

川です。今、吉田会員が幹事をやると

すべてが判ると言うようなお話をされ

ましたが、只々流された一年だったよ

うな気がしないでもないので、又、半

年後に向けて一から勉強し直し皆様に

迷惑の掛からない様にいたしますので、どうぞよろ

しくお願いします。

《平光清美 SAA》

　次年度 SAA を担当します平光です。

二年間副 SAA として勉強期間は沢山

あったと思いますのでスムーズな例会

進行を心掛けたいと思います。よろし

くお願いします。

《平光清美副幹事》

　副幹事を担当する事になりました。吉田会員とは

15 年来の友人ですが、まさか吉田さんが会長になっ

てその幹事に私が指名されるとは思ってもいません

でした。幹事も二回目になりますが最初の幹事は入

会二年半くらいで、大先輩の下で幹事をさせていた

だき、荒木田さんの作った原稿をただ読んだだけで

はないかと思います。今度はあと一年半勉強いたし

まして皆様にご迷惑をお掛けしないように頑張って

参りますのでよろしくお願いします。

《熊谷道雄副会計》

　会計が元会計事務所のご経験のある清川さんなの

で安心して副会計をやらせて頂きます。よろしくお

願いします。

《議長》

　以上新役員の抱負をお話しいただきました。最後

にもう一度伊藤エレクトよりお願いします。

《伊藤会長エレクト》

　本日は青少年奉仕委員長と副 SAA をお願いした桜

田会員が欠席でございますので、改めてご挨拶を頂

戴したいと思います。理事役員を引き受けて頂いた

皆様、本当にありがとうございます。至らない私で

すのでどうぞ助けて下さい。よろしくお願いします。

《議長》

　思い出しますと私も色々とお願いした時に引き受

けて頂いた方が、神様のように見えた位ありがたく

て、ありがたくて、そういう事を思い出しました。

新理事役員の方も伊藤会長を十分補っていただいて、

これからの南ロータリークラブを益々盛り上げて頂

ければと思います。以上で年次総会を終了します。

どうもありがとうございました。
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