
《ビジター》

横町 芳隆　様 (八戸北 RC)

中山 恵美子　様 (八戸北 RC)

小沢 本江　様 (八戸中央 RC)

山下 美実　様 (八戸中央 RC)

《会長要件》榊会長

　今日が私にとって一年間の千秋楽で

す。勝ち越したか負け越したかは分か

りませんが皆さんに一年間協力いただ

きまして無事に終える事が出来まし

た。本当に有難うございました。

　今年の方針として、原点に戻りたい

と思い初代会長の渡辺英俊さんの『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』と言う言葉に感銘

を受け、この「お互いに」と言う事がどこから生ま

れてくるのか、親睦を深めてお互いに知り合ってと

言う事ですから、特に今年は創立 40 周年記念と言う

大きな事業がありましたがこれは当然私のような経

験のない者一人ではできない訳で、お互いに絆を深

め、親睦を深め、そういう人たちの輪がこの 40 周年

を成功させるのではないかと思い、人の和とか親睦

を心掛けていきたいと言う思いで一年間やってきま

した。この 40 周年もチームワークよく皆さんの力の

お蔭で成功したのではないかと思います。実行委員

長の大澤さんをはじめ各委員長さん、そして裏方と

して一生懸命頑張ってくれた多くの方、各方面から

の御来賓や会員の方々も含めて素晴らしい 40 周年に

なりました。その時の会長として私が役不足ではあ

りましたが、そういう経験が出来たと言う事は何物

にも代えがたい経験を得たと思っています。

　和を作ると言いますか、この事は何回もお話しま

したが私が三川年度の幹事をやるにあたり、ロータ

リーの経験があまりないものですから直前になって

も幹事についてなかなか理解が出来ず、このままで

は三川会長にご迷惑がかかると思い、当時の熊谷直

前幹事とその時の平光幹事さんにお願いして、幹事

としてどのように進めていけばよいのかノウハウを

教えてほしいと副幹事だった伊藤さんと 4 人で勉強

会をしました。何回か勉強会を重ねて、勉強会の後

の二次会も何回も行いその中でお互いを知り、親睦

が深まり、お互いを助け合うと言う事で、私は

100％助けて頂きました。今回会長をお引き受けする

にあたり当然私一人では出来ませんのでこの幹事会

の方々に引き続き応援してもらえれば出来るのでは

ないかと思いお願いした所、全面的に応援しますと

いう心強いお言葉を頂き、その船に乗って進めてき

たと言うのが本音です。特に伊藤幹事には色々な事

をやっていただき、熊谷さんのリードと平光さんの

細やかな協力をはじめ皆さんに色々やっていただき

ました。40 周年をはじめ様々な行事も経験豊富な会

員の方からもアドバイスをいただき助かりました。

全員野球と申しますか皆で協力して下さり感謝して

おります。

　昨日の事ですがロータリーに入って一番感謝と言

うか良かったなと思う事がありました。ある会員の

方から私に対しても伊藤幹事、次の会長に対しても

熱い支援のお言葉を頂きました。私たちの事を思っ

てくれるお言葉を聞いて一生懸命やっていてよかっ

た、大先輩の方が私たちの事を思ってくれて私たち

に対して支援して下さるというお言葉を頂き感謝の

涙がこぼれそうになりました。ロータリーに入って

いろんな方の支援がありアドバイスがあって絆をい

ただき、今まで経験の出来ない事をさせて頂きまし

た。ありがとうございました。次年度の伊藤会長は
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《出席報告》田守副委員長

正会員数 45 名。本日の出席は免除

会員７名を含む 28 名。出席率 60％

です。前々会の例会は、メーキャッ

プなし、出席率 70％でした。

桜田次年度副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



《会員増強委員会》小原委員長
　年度当初の計画で会員増強のパンフ
レットを製作する事にしていましたが遅
れ、遅れになっていて恐縮しておりまし
たがようやく出来上がりレターボックス
に入れてあります。表紙が 40 周年の集
合写真で中を開きますと最近の色んな奉
仕活動とかが書いてございます。後ろには会員名簿
も書いてございますので来年度会員増強の為に役立
てて頂ければと思います。

《ご挨拶》八戸北 RC 次年度会長 横町芳隆様
　　　 　　　　 　次年度幹事 中山恵美子様

　次年度北ロータリーの会長
と幹事を仰せつかりました横
町と中山です。最近になって
各クラブさんにメーキャップ
にお邪魔させていただいてお
ります。私はロータリーに

入って 10 年になりますが南クラブさんに来たのは初
めてですし、他のクラブさんに行くのも最近始めた
ばかりのロータリー初心者ですがよろしくお願いし
ます。お邪魔してみて感じたことですが先程メラニー
さんが日本の温かさを感じたとのお話がありました
が南ロータリーの温かさではないかと思います。私
も伺ってみてビジターに対する温かさを感じていま
す。すぐに私たちの名札を用意してくれたり、先程
の誕生日の記念品の時にハピバースディーの音楽が
流れたりとそれぞれ違う事の中に親しみを感じさせ
ていただきました。これからもお邪魔させていただ
きますのでよろしくお願いします。

《ご挨拶》八戸中央 RC 次年度会長 小沢本江様
　　　 　　　　 　　次年度幹事 山下美実様
　中央ロータリーから参りました小沢ミキエ、そし
て幹事の山下でございます。
どうぞよろしくお願いいたし
ます。皆様もご存知の事とは
思いますけれども 6 月 27 日
にお陰様で 30 周年を迎える
ことが出来ます。どうぞ皆様
をお待ちしておりますのでお出かけくださいます様
お願い申し上げます。どうもありがとうございまし
た。

《榊会長》新旧バッヂ伝達式

会長→エレクト　　　　　　幹事→次年度幹事

《榊会長》
　千秋楽を迎え色々な大変だったこと
が浮かんできますし、肩の荷が下りた
と言う事もありますが、次年度恩返し
をしなければと言う思いが強くなって
きました。ロータリーに入って不思議

経験も実績もあり皆様方の信頼もあります。若い方々

からも兄貴分としての信頼も得ておりますので次年

度は素晴らしい年度になると思います。先輩方も含

め若い方々は伊藤会長ではなく、兄貴と思って接し

て頂ければ素晴らしい南ロータリーになるだろうと

思っています。

　本当に皆さん一年間ありがとうございました。改

めてお礼申し上げ最後の挨拶といたします。

《本人誕生日》《奥様誕生日》

黒田会員・大澤会員・松田会員

《幹事報告》伊藤幹事

・南グループ合同例会の案内が届いてい

ます。7月 17 日 ( 金 )18 時 30 分、八戸

グランドホテルです。合同ゴルフコン

ペは 17 日の朝 8 時 10 分集合です。出

欠を回していますのでよろしくお願い

します。

・例会変更のお知らせです。八戸 RC 7 月 15 日 ( 水 )

日時変更です。八戸東 RC 7 月 17 日 ( 金 ) 時間変更

です。八戸北 RC 7 月 14 日 ( 火 ) 日時場所変更、7

月 28 日 ( 火 ) 時間変更です。八戸中央 RC 7 月 13 日

(月 )日時場所変更、7月 20日 (月 )祝日につき休会、

メーキャップ不可です。

・7月のロータリーレートは 124 円です。

・日経新聞にメラニーさんの記事が載っていました

のでご紹介します (記事読み上げ )

・ハイライト米山が届いています。

《ニコニコボックス》大橋委員

榊会長 : みなさん一年間ありがとうご

　　　ざいました。

伊藤幹事 : 榊会長、会員の皆様一年間

　　　　ありがとうございました。

黒田会員 : ブラジル・サンパウロ国際

　　　　大会に出席してきました。

赤穂会員 : 会長、幹事ご苦労様でした。三浦さん写

　　　　真ありがとうございます。

大澤会員 : 榊会長、伊藤幹事はじめ会員の皆様お疲

　　　　れ様でした。ありがとうございました。

小原会員 :榊会長、伊藤幹事、1年間お疲れ様でした。

　　　　三浦さん写真ありがとうございます。

三川会員:榊会長、伊藤幹事一年間ごくろう様でした。

平光会員 :1 年間ニコニコにご協力して頂きありがと

　　　　うございました。

西村会員 :会長、幹事ご苦労様でした。

鈴木会員

本人誕生日 :黒田会員、大澤会員、松田会員

奥様誕生日 :大澤会員



な事に全く会った事もない人と知り合いになれて、

その中で深いものが生まれてくると言うような事を

感じています。次年度については何も心配はしてい

ません。むしろ素晴らしい年度になると思います。

《伊藤幹事》

　２回目の幹事を何とか終えることが

出来ました。本当に有難うございまし

た。２回目の幹事と言う事で慣れたつ

もりで色々なミスがあり皆様にはご迷

惑をおかけいたしました。先ほど会長

要件の中で大変褒めて頂き恥ずかしい

思いでいっぱいです。何も出来ずに会長にご迷惑を

掛けたことも多々ありましたが温かく引っ張って頂

き今日の日を迎えることが出来ました。本当に有難

うございました。会員の皆様にもご協力をいただき

今日の日を迎えましたが、来週からは会長として皆

様の前に立つ事になります。人の後ろに立つことに

は慣れていますが人の前に立つことには慣れており

ませんので、何が出来るかは分かりませんが皆様に

おだてられて登った木が折れないように自重しなが

ら頑張りたいと思いますので、次年度もよろしくお

願いします。

《赤穂副会長》

　皆さんのご協力で榊年度終わること

が出来ました。自分も副会長として何

もやらずに終わるようですが、今回で

副会長を３回やらせていただきました。

本当に有難うございます、今後ともよ

ろしくお願いいたします。

《吉田次年度幹事》

　次年度の幹事を仰せつかりました吉田

です。正直幹事は大変だねと言われてい

ますが何が大変なのか分かっていないく

らい緊迫した状況です。私は三川年度の

時に入会し三年半くらいです、まだまだ

ロータリー歴が浅いのに幹事の重責を担

えるのかとても不安でいっぱいです。先ほど榊会長

も三川年度の時に幹事をされ、不安だから幹事会で

色々勉強したと言っていましたが、私は全然勉強も

しないで大丈夫なのかなと言う不安でいっぱいです

が、今年度の伊藤幹事ほどしっかりと幹事は務めら

れないかもしれませんが精一杯伊藤会長をアシスト

していきたいと思っていますのでよろしくお願いし

ます。

《年度末委員会報告》

《ロータリー情報・退会防止委員会》三川委員長

　ロータリー情報については黒田会員よ

りいろいろお話をお伺いして、RI では

ポリオプラスの活動を徹底して推し進め

最終段階を迎えつつあるがまだまだ資金

が足りないので会員の方々に周知徹底し

て努力してほしいとのお話を聞いて、40

周年の事業をやる時に提案いたしまして、いくばく

かではありますがポリオプラスの資金を提供できる

結果になりましたことは委員長として大変嬉しく

思っています。

　退会防止ですが、残念ながら一名の方が退会され

ましたけれども最小限の退会にとどまったと言う事

は南ロータリークラブが榊会長を中心に今年度非常

に盛り上がりを見せて、皆さん楽しいロータリーク

ラブの活動をされた結果ではないかと思っています。

改めて榊会長はじめ役員の方々にお礼を申し上げた

いと思います。

《職業奉仕委員会》吉田委員長

　職業奉仕委員長を一年間務めさせてい

ただきました。職業奉仕委員会としての

活動では、職場訪問として法官会員の事

業所である光星学院を訪問し、普段見る

ことの出来ない学校の裏側と言うような

事もご説明頂き、会員の事業所、職場に

ついて色々と理解を深める事が出来ました。よろず

相談も２月に実施させていただき、今年度は 13 名の

市民の方々にご相談頂きました。相談員をして頂い

た会員の皆様ありがとうございました。市民の方が

相談が終わって帰る時に、スッキリしたと言って帰

る笑顔が印象的で市民の悩みに無料で乗るよろず相

談をやって良かったなと思いました。毎月初めに四

つのテストの唱和を委員長として行いましたが結局

暗記することが出来ず最後までスマホに撮った画像

を見ながら唱和していましたが、最後になって先月

赤穂副会長が仰っていた「し・み・こ・み」という

四つのテストの最初の文字を使ってなんとか何も見

ずに言えるようになりました。この四つのテストを

自分の仕事を経営する事に生かし、職業奉仕の心を

もってこれから仕事をやっていきたいと思います。
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