
《会長要件》伊藤会長

　国際ロータリー第 2830 地区八戸南

ロータリークラブ第 41 代会長を仰せつ

かりました伊藤です、よろしくお願い

します。このような仰々しい挨拶をさ

せて頂いたのは本日、百目木さんと中

村さんと言う新しい仲間をお迎えする

にあたり少し説明したいと思ったからです。私たち

の八戸南ロータリークラブと言うのは、アメリカに

本部のある国際ロータリーの中の 2830 地区に所属し

ています。2830 地区とは青森県全域です。国際ロー

タリーは (Rotary International) を略して RI と表

記されます。この RI は色々なところで出てきますの

で覚えておいてください。これは昨年度新しく作り

直した会員増強用のパンフレットです。裏表紙に

「ロータリーの価値観」と有りますが、これはマイロー

タリーの中の関連資料という所から引用させていた

だきました。「・生涯にわたる友情をはぐくむ・約束

を守り抜く・多様な考え方を取り入れる・リーダー

シップと職業の専門知識を生かして地域の課題に取

り組む」とあります。ロータリーについて端的に表

している良い言葉だと思い小原さんにお願いして掲

載させていただきました。本日ご入会の百目木さん、

中村さん、そして昨年ご入会の方々もロータリーは

職業や地位や年齢にかかわらず交流を深められる貴

重な場です。ロータリーの活動を通して生涯にわた

る友情をはぐくんでください。

　さて、今日から新年度と言う事で皆様の席が新し

くなっています。米内副会長より新会員の方も増え

たのでテーブルマスターを置いたらいかがでしょう

かと提案をいただき最初の三か月は榊さん、鈴木さ

ん、久保田さん、三川さんにお願い致しました。ロー

タリーには専門用語が多くありますので分からない

言葉やお聞きになりたいことがあった時はテーブル

マスターの方に聞いてください。テーブルマスター

の方を中心により充実した例会になるのではと期待

しています。会員の皆様、理事・役員の皆様、これ

から一年間よろしくお願い致します。

《本人誕生日》

久保田会員　　　 長嶺会員　　　　 榊会員

清川会員　　　　 桜田会員

《入会式》バッヂ伝達

百目木会員　　　 中村会員

《新会員紹介》石橋会員

　百目木厚信さん、株式会社住通の代

表取締役です。加藤さんの後の社長さ

んです。年齢は来月で42歳になります。

皆様よろしくお願いします。

《新会員挨拶》百目木会員

　先代社長の加藤から本当に素晴らし

い会だと常々聞いておりました。事情

があり加藤は退会させていただきまし

たが、石橋さんから立ち上がる時期

じゃないかと良い意味でハッパを掛け

て頂きまして、私もその言葉に感銘し
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《出席報告》大橋委員長

正会員数 46 名。本日の出席は免除

会員７名を含む 34 名。出席率 81％

です。前々会の例会は、年度末慰

労例会でした。

平光ＳＡＡ 鈴木職業奉仕委員長

第 1936 回例会記録
《理事・役員挨拶例会》

クラブ協議会
2015年 7月 2日（木）

点鐘　12：30
レポート No.1368

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



・6 月 30 日付で原田会員より退会の申し出があり退
会なされました。

《ニコニコボックス》吉田賢治委員長

伊藤会長 : 皆様一年間よろしくお願い

　　　　します。

橋本会員 : 伊藤会長、吉田幹事、役員、

　　　　会員の皆様一年間よろしくお

　　　　願い致します。

鈴木会員 : 伊藤年度、よろしくお願い

　　　　します。

黒田会員 : 今年度は国際ロータリー運営審査会副委

　　　　員長です。ご協力をお願いいたします。

石橋会員 : いよいよ伊藤丸の船出、頑張ってくださ

　　　　い。中村様、百目木様入会おめでとうござ

　　　　います。

赤穂会員 : 伊藤会長、吉田幹事、役員、会員の皆様

　　　　一年間よろしくお願いします。

大澤会員 : 皆様、今年度もよろしくお願いいたしま

　　　　す。新会員の中村さんをよろしく。

小原会員 : 伊藤会長、吉田幹事のご活躍をお祈りし

　　　　ます。新会員の方、よろしくお願いします。

長嶺会員 :伊藤年度、皆様よろしくお願いします。

熊谷会員 : 伊藤会長、吉田幹事 1 年間よろしくお願

　　　　いします。

米内会員 :新年度よろしくおねがいします。

平光会員:伊藤会長、吉田幹事よろしくお願いします。

榊会員 : 伊藤年度スタート 1 年間よろしくお願いし

　　　　ます。

清川会員 :1 年間よろしくお願い致します。

吉田 (賢 )会員 :1 年間よろしくお願いします。

百目木会員 :新会員ですので宜しくお願い致します。

本人誕生日 :久保田会員、榊会員、清川会員、桜田会員

《コミュニケーション委員会》三浦晃委員長
　ロータリーの友のご紹介をします。
ヨコ組みの 45P に第 13 回日韓親善会
議へのお誘い～更なる交流と親睦と言
う記事が載っています。9 月 4 日にグ
ランドプリンスホテル高輪であります
ので沢山の方の参加をお願い致しま
す。タテ組みの 20P に三戸クラブの加藤さんの短歌
が載っています。ヨコ組みの 57P の掲示板の敬弔に
生駒 PG が 5 月 26 日にご逝去されたことが載ってい
ます。

《クラブ協議会》理事・役員挨拶
《伊藤会長》

　会長要件で RI が何の略かお話ししま
したが 2015-2016 年度の RI テーマは
「Be a gift to the world: 世界へのプ
レゼントになろう」です。鈴木ガバナー
の 掲 げ る 地 区 の テ ー マ は
「Miracle1200again: ミラクル 1200 を

再び」です。南ロータリークラブのテーマは「一歩
前へ」とさせていただきました。40 周年という節目
の年度を終えた今年度は何をやるにしても「一歩前
へ」進みましょうという気持ちからです。積極的に
地区やクラブの活動に参加する事によって誰かの人

て毎回出席できるかの不安はありますが出られると

きは会の為に尽力させていただきたいと思い入会さ

せていただきました。全くロータリーの知識はゼロ

でございます。恥ずかしいですが皆様にお聞きし勉

強しながら、皆様の社会的経験なども勉強させてい

ただき今後の人生に役立てていきたいと思い入会さ

せていただきました。仕事は不動産業を営んでおり

これから先皆様と携わる機会があるかとは思います

のでご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。

《新会員紹介》大澤会員

　中村幸成さん幸せに成功の成と書き

ます。大変良いお名前だと思います。

損害保険ジャパン日本興亜㈱八戸支社

の支社長を務めていらっしゃいます。

生年月日は 1970 年 7 月 10 日生まれ、

45 歳です。先ほど誕生祝をやっていま

したが新会員はないのですか ? 間に合わなかったと

の事のようですから追加でよろしくお願いします。

ご出身は神戸市、学歴は大阪大学工学部の出身で学

生時代はアメリカンフットボールをなさっていたそ

うですので体力はあると思います。ご家族は奥様と

高校生と中学生のお子様がいらっしゃいます。どう

ぞよろしくお願いします。

《新会員挨拶》中村会員

　先程バッヂを頂戴して身の引き締まる

思いでございます。ご紹介いただきまし

たように私は事業は損害保険業を生業と

しておりまして、皆様と同様、社会公共

性の高い仕事でございます。今後はロー

タリークラブの活動を通しましてさらに

社会貢献、奉仕に努めてまいりたいと思います。今

後ともご指導ご鞭撻、よろしくお願い申し上げます。

《副会長バッヂ伝達》

赤穂前副会長より米内副会長へ

《幹事報告》吉田立盛幹事
・定例理事役員会の報告です。
8 月のプログラムは 8 月 6 日 ( 木 ) 納涼
家族例会、例会変更で 18 時 30 分パー
クホテルです。8 月 13 日 ( 木 ) は任意
休会、8月 20 日 ( 木 ) ロータリー情報・
退会防止委員会担当例会、8月27日(木)

会員増強委員会担当例会です。今年度の予算案につ
いて審議され承認されました。
・レターボックスの中に地区要覧とロータリーの友 7
月号、創立 40 周年の DVD が入っています。
・上期の会費の請求書は来週お渡しします。



生、そして世界に変化をもたらすことが出来るので
す。一緒に世界へのプレゼントになりましょう。積
極的に周りの方にお声を掛けて会員 1200 名を達成し
ましょう。クラブの具体的目標として一番目に会員
増強を掲げました。2016 年 12 月までに会員純増 5
名を目指します。第二は親睦です、例会、奉仕活動
を通じて会員相互の親睦を深める為にも積極的な参
加をお願い致します。第三にマイロータリーの活用
促進を掲げました。ウエブ環境の整っている方には
全員マイロータリーへの登録をお願いしたいと思い
ます。やり方がわからない方は吉田幹事に聞いてく
ださい。第四にガバナーエレクト事務所へのご協力

をお願いします。ホームクラブとして積極的に協力

したいと考えております。色々とお願い事ばかり申

し上げましたが、八戸南ロータリークラブ 41 年目の

スタートにあたり、40 年前に楢山弥太郎特別代表が

仰っていた「普段着のロータリー」、会長要件でも言

いましたが、ロータリーは職業や地位や年齢に関わ

らず交流を深められる場です。礼節をわきまえるの

は当然ですが肩ひじ張らずに親睦を深め、ロータリー

を楽しみましょう。「一歩前へ」進んだお付き合いを

お願い致します。

《榊直前会長》

　昨年度は現伊藤会長が幹事で大変お

世話になりました。一つでも恩返しが

出来るよう何か頼まれたら絶対にノー

とは言わずにすべて協力していきたい

と思います。よろしくお願い致します。

《吉田会長エレクト・幹事》

　私は早口ですので幹事報告等聞き取

りづらい事があると思いますがその時

は「聞こえない」と仰ってください。ゆっ

くりしゃべるように心掛け一年間幹事

報告、会長の補佐をやっていきたいと

思います。よろしくお願い致します。

《米内副会長》

　副会長はあまり出番がない方が事が

スムーズに行くのではないかと思いま

す。その点伊藤会長はかなり実行力が

ある方ですので私の出番はあまりない

のかもしれませんが、よろしくお願い

します。

《石橋社会奉仕委員長》

　8 月 1 日に長生園の方をお招きして

の三社大祭の観覧があります。のぎく

園さんは土曜日でお休みなので今年は

参加できないと言う事ですが、皆様多

数参加してご協力をお願い致します。

《熊谷国際奉仕委員長》

　国際奉仕は組織の再編で姉妹クラブと

米山記念が合体して一緒になっていま

す。私は委員長ですが姉妹クラブの西村

副委員長さんと米山記念の小笠原副委員

長さんと協力し合って国際奉仕を推進し

たいと思います。メインは韓国南浦項と

の交流です。民間での交流が大切だと思いますので

よろしくお願いします。

《小原ロータリー財団委員長》

　私が会長年度の時に伊藤さんにロータ

リー財団委員長として頑張っていただい

たので恩返ししたいと思っています。鈴

木ガバナーの方針として今年度は年次寄

付とポリオプラスを合わせて年間一人

150 ドルと言う目標がございますので、

皆様のご協力をいただきたいと思います。地区のロー

タリー財団委員長の長嶺ガバナーエレクトと熊谷補

助金委員長のお二人がクラブにいらっしゃいますの

で、そのお二人を通じて色んな情報を皆様にお伝え

したいと思います。

《近藤規定審議・クラブ細則委員長》

　規定審議・クラブ細則委員会は当

クラブの細則の 4 ページに規定され

ておりますが 2012 年度から特別委員

会として位置づけをされております。

従いまして特別委員会としての任務

を果た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。

《清川会計》

　クラブの規定に沿って会長の伊藤さ

んと前会計の平光さんの指導の下一年

間頑張っていきたいと思いますので、

皆様よろしくお願いします。

《平光 SAA》

　副 SAA を二年間やって正の SAA を今

年引き受ける事になりました。スムー

ズな進行を心掛けていきたいと思いま

すので、皆様のご協力よろしくお願い

します。

※鈴木職業奉仕委員長と桜田青少年委員長は後日挨

拶して頂きます。
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