2015-16 年度ＲＩのテーマ「世界へのプレゼントになろう」
ＲＩ会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン（ Be a gift to the world）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 鈴木 唯司 ● 会長 伊藤 斉 ● 幹事 吉田 立盛 ●コミュニケーション委員長 三浦 晃
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/
Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/
Facebook ページに「いいね！
」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2015/
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言行はこれに照らしてから

平光ＳＡＡ

《ビジター》
南グループＡＧ 山﨑 悟朗様 ( 八戸東 RC)
岩岡 隆雄様 ( 八戸東 RC)
《会長要件》伊藤会長
12 月になり 2015-2016 年度上半期も
残すところ、ひと月になりました。師
走と言うだけあり何かと気ぜわしい月
ではありますがしっかりと締めくくり
たいと思っています。
さて、12 月は「疾病予防と治療」の
月間です。ロータリーの重点分野の一つでもありま
すが中々難しいテーマです。ラビンドラン RI 会長は
年末の挨拶の中で「15 ドルの寄付で多くのポリオワ
クチン、200 ドルの寄付なら僻村の病院に医療機器
を寄贈する事が可能です。皆様からのご支援が大き
くなればなるほど、より多くの事を達成できるでしょ
う。」とロータリーへの支援を呼びかけています。先
週のロータリー財団担当例会でもお話がありました
が「ポリオプラス」へのご協力を重ねてお願い致し
ます。
本日は南グループガバナー補佐の山﨑悟朗様、八
戸東ロータリークラブ会長の岩岡隆雄様がお越しで
すが、来年の 2 月 6 日に南グループの IM と八戸東ロー
タリークラブの創立 55 周年が行われます。詳しい事
はお二人からお話があると思いますが、是非、多く
の会員の参加をお願い致します。最後にソウルでの
国際大会の事ですが 5 月 28 日の夜に南浦項ロータ
リークラブの皆様との交流会があります。今のとこ
ろ何人かのメンバーで参加予定です。一緒にソウル
で楽しみましょう。
《本人誕生日》

橋本会員

《結婚記念日》

高橋会員

吉田賢治会員

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

鈴木職業奉仕委員長

《出席報告》大橋委員長
正会員数 47 名。本日の出席は免除会
員 6 名を含む 31 名。出席率 76％です。
前々回の例会はメーキャップ 1 名、出
席率 67％でした。3 か月ほど 80％を
割っています、出席をお願いします。
《幹事報告》吉田立盛幹事
先程会長からも紹介がありましたが、
RI 第 2830 地区南グループ IM の案内が
届いています。2 月 6 日 ( 土 )1 時 30 分
から八戸グランドホテルです。同じく八
戸東クラブさんの創立 55 周年の案内も
届いており出欠表を回していますので多
数のご参加をお願いします。
・長生園便りが届いています。
《ニコニコボックス》吉田賢治委員長
岩岡隆雄様 ( 八戸東 RC):
八戸東 RC55 周年のご挨拶に伺いました。
よろしくお願いします。
伊藤会長 : 次年度理事役員の皆様、よ
ろしくお願い致します。平光
さんビデオありがとうござい
ました。
鈴木会員 : 年次総会よろしく !
平光会員 : 年次総会よろしくお願いします。
本人誕生日 : 橋本会員、熊谷会員
奥様誕生日 : 鈴木会員
結婚記念日 : 村上会員、吉田賢治会員
《ご挨拶》南グループガバナー補佐 山崎悟朗様(八戸東RC)
本日南クラブさんの総会だそうです
が大事な時にお邪魔いたしました。す
でにご案内がありましたように来年の 2
月 6 日土曜日、私が主催します南グルー
プの IM、インターシティーミーティン
グ、都市連合会議というものを開催致
します。昨年は八戸さんの担当で「自然死のすすめ」

と言うようなお話で、ここの所、地区大会もそのよ
頂戴いたしまして、急遽、本日の指名委員会で米内
うなお話でしたが、ガラッと変えました。今、結構
会員に会長ノミニーをお願いすると言う事を決め、
話題になっておりますように、ホテルオークラさん
その後の理事役員会でご承認をいただきました。会
が建て替えに入りましたが、ホテルオークラさんは
長ノミニー以外の理事役員につきましては、会長エ
東京オリンピックの確か 2 年前にできたのですが、 レクトの吉田立盛さんが、皆様にお願いしておりま
今度も 2020 年の東京オリンピックの 2 年位前に竣工
したので、それを合わせて本日の指名委員会、理事
予定と言う事で、現代表取締役会長をされています、 役員会を通しておりますので、ここで発表させてい
清原當博さんをお呼びしました。清原さんと私は業
ただきます。( 次年度の理事役員を発表 ) 副幹事、
界の関係で長くお付き合いをさせて頂いていまして、 副会計、副 SAA については、会長ノミニーが本日よ
彼はあちこちで色んな良いお話をされていますので、 うやく決まった経緯もございまして、こちらは米内
今回は公開講演会と言う形で、サービス業会とか飲
さんの意向を受けて後ほど発表させていただきます。
食業界、ホテル業界にも声を掛けて参加していただ
この場で発表出来ないことをお詫び申し上げます。
くつもりでおります。テーマは「観光立国日本と心
皆様のお手元にも資料が配られたようですが、次年
ビジネス」です。清原さんは「心ビジネス」と言う
度はこの陣容で臨みたいと思っていますのでよろし
言葉をよく使いまして、言ってみれば、
「おもてなし」 くお願いします。( 本来ここで会員の承認を得なけ
の別の形かとおもいます。そういう意味でサービス
ればなりませんでしたが、12 月 10 日の例会で改め
業以外の方々にも、社員教育とかいろんな接客で感
て承認いただきました。) それでは次年度の理事役
じるものがあるのではと期待しております。IM はグ
員の皆様からご挨拶をいただきます。
ループ内の各ロータリーに関しましては全員登録で
お願いしておりますが、東クラブさんの周年にも、 ※役職は次年度
併せてご出席をお願いします。
《吉田立盛会長》
皆さんこんにちは、幹事だけでも精一
《ご挨拶》八戸東 RC 会長 岩岡隆雄様
杯ですが、次年度の会長と言う事で、こ
本日は伊藤会長の方からも冒頭にご
の通りロータリー経験も浅く、しかも長
案内して頂きましたように、私共、東
嶺ガバナー輩出の年度に、訳も分からず
ロータリークラブは来年の 2 月 6 日、
に引き受けてしまって、今さらながらに
IM の終わった後すぐになりますが、東
できるんだろうかと思いますが、何とか、
ロータリークラブ創立 55 周年の式典を
長嶺ガバナー輩出の年度、足を引っ張らないように、
予定しております。その後祝賀会と言
皆様の協力を得ながら、一年間務めさせていただき
う事で、IM から皆様に引き続き同じ会場で過ごして
たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
頂こうと考えております。季節柄 2 月の 6 日と言う
事で、寒い時期でもありますし、足元の悪い時期で 《米内安芸会長エレクト》
もありますので、特に地区内外からのお客様の事も
吉田さんの次に会長を仰せつかりまし
考えまして、今回こういう日程にさせて頂きました。 た。さまざまお手数をおかけし、何回も
我々、東ロータリークラブは 2 月 10 日が創立日と言
お話を頂いたのですが、私にはなかなか
う事で若干前ではありますが、皆様と一緒にお祝い
できないなと思い、私自身「足るを知る」
をして頂きたいとお願いに上がりました。特に私共
と言う事からすると、とても私の身にか
は 5 年おきにこういうお祝をしております。「ごめの
なう事ではないと思いましたが、どなた
声」と言うものを記念誌として作りながら、小さな
かが引き受けなければならないと言う事なので、精
節目を確認しながら進めております。そういった中
一杯努力して努めますので、どうかご協力をお願い
で 55 という数字ではありますが、皆様からも是非ご
したいと思います。よろしくお願い致します。
出席を頂きたいとお願いにあがりました。どうぞ、
当日お待ちしております。よろしくお願いします。
《鈴木一史副会長》
副会長を仰せつかりましたが先程の
《年次総会》伊藤会長
会長要件の今月のテーマ「疾病予防と
本日は年次総会と言う事で次年度の
治療」と言う月間が非常に身に染みて
理事役員の発表の場です。クラブ細則
います。薬屋の不養生をやっており、
第 3 条、理事及び役員の選挙、第 1 節
体調自体は非常に良くてどうってこと
の規定に基づき 10 月 29 日に指名委員
はないのですが色々と制限をされてお
の 選 挙 を 行 い、清 川 会 員、平 光 会 員、
ります。この 1 か月半で 5 ㎏ほど落としました。そ
久保田会員、小原会員、吉田賢治会員
ういったこともありお役に立てるかどうか、大変フ
の 5 名が指名されました。これに私と会長エレクト
レッシュなメンバーの中でどのようなお手伝いが出
を含む 7 名で第一回指名委員会を 10 月 30 日に、第
来るかまだ不安がありますが、私の記憶では吉田さ
二回目を本日 11 時より行い、難航の末ではあります
んが多分、過去最年少の会長さんではないかと思い
が米内会員に会長ノミニーを受けて頂くことが決ま
ます。会長経験者が副会長と言うのも初めてなんだ
りました。ここに至るまでに色々な方にお願いに上
そうです。これは前例ではないと思いますので、ど
がり、無理を承知でお話をしてご迷惑をおかけしま
ういう事が出来るか分かりませんが、何とかお手伝
したが、どうしても決めることが出来ず、今日は発
いをしていきたいと思いますので、よろしくお願い
表を断念するつもりで臨んだのですが、米内会員か
致します。
らやっていただけると言う大変ありがたいお言葉を

《石橋一男職業奉仕委員長》
二度目の職業奉仕委員長になりまし
た石橋です。前にやっていた時と職業
奉仕の内容が大分変りまして、今はう
ちのメインがよろず相談になっていま
すので、うまくできるかどうかわかり
ませんが、吉田さんの為に頑張ります。
よろしくお願いします。

自信がありませんが、次年度は 2016 年の 4 月に RI
の規定審議会が開かれるだろう、そうすると RI の標
準定款が変わるだろう、細則も変わるだろう、そう
すると当然、当クラブの定款細則も改正しなければ
ならないのではと思っていますので、しょうがない
からそれまでは頑張ってやろうと、今は思っていま
すが、もう、次年度で最後にして頂きたいと思って
います。よろしくお願いします。

《清川浩幸社会奉仕委員長》
《平光清美幹事》
社会奉仕委員長を仰せつかった清川
2 回目の幹事と言う事で声を掛けて頂
です。吉田さんから連絡を頂いた時に
きました。2 回目なので立派な仕事をし
感じたのは、一緒の年度に入った同期
ようと思っているのですが、会社が年
だと言う思いです。先月、韓国南浦項
中無休で、私も 24 時間営業なので、後
へも一緒に行って楽しみ、同じ苦労も
ほど決まる副幹事の方と、次期会長の
してきましたので、そういう中、二つ
吉田さんに色々と協力して頂きながら
返事で受けさせていただく事になりました。皆様の
やろうと思っていますので、皆様もご指導の程よろ
力を頂きながら頑張っていきたいと思いますので、 しくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
《熊谷道雄会計》
《吉田賢治国際奉仕委員長》
次年度会計を仰せつかった熊谷です。
国際奉仕委員長を仰せつかりました
何といっても次年度は、私の頭の中は
吉田です。まだ入って日も浅いのです
地区の幹事長と言う事で頭がいっぱい
がこういった委員長のお話を頂いて、
でございまして、なかなか思う様には
ちょっと困惑する部分もありますし、
出来ないと思いますが、エキスパート
とりあえず頑張るしかないと言う思い
の方が沢山いらっしゃるので、お手伝
でやっていこうと思いますので、ここ
いして頂いて、私は決算書を読むだけと言う形にし
に沢山いらっしゃる先輩方のお力を借りながら、何
たいと思っています。よろしくお願いします。
とか頑張っていければと思っています。よろしくお
願いします。
《桜田泰規 S.A.A》
次年度 SAA を仰せつかった桜田で
《大橋央雅青少年奉仕委員長》
す。私は人前でしゃべるのが、ここの
次年度の青少年奉仕委員長の大橋と
メンバーの中では一番苦手だと思うの
申します。吉田さんから連絡を頂いた
で、毎回ガチガチになるとは思います
時に「なんで私なんですか」と聞いた
が、何とかつとめ上げたいと思います。
ら「一番年が近いから」と言う事で、
先週 SAA をやらせて頂いた時に、吉田
だったらやろうかと思い電話を切っ
幹事に声を褒めて頂いたことを心に留めて、一年間
て、よく考えたら、それは関係ないか
務めていきたいと思います。よろしくお願いします。
なと、うまく乗せられてしまいましたが、やると言っ
たからにはやりますので、よろしくお願いします。
《伊藤 斉直前会長》
今日の例会が始まる前に、ガバナー補佐の山﨑様
《近藤 保規定審議・クラブ細則委員長》
から「伊藤会長、もう仕事は終わったようなもので
またまた規定審議・クラブ細則委員
すね」と言われましたが、実際この年次総会を何と
長を引き受ける事になりましたけれど
か無事終える事が出来そうで、去年、榊さんが、も
も、今年度の最初に、「健康に留意して
う直前会長になったようだと言うような事をおっ
理事会だけは 100％出席したい」と言
しゃっていましたが、そのような気持ちです。会長
う事を申し上げました。今日でちょう
としてはまだ何もできていませんが、次年度は吉田
ど半分終わりましたが、幸い今まで無
会長を一生懸命支えていきたいと思っていますので、
欠席で理事会には出席することが出来ております。 皆様のご協力、よろしくお願いします。
次年度の事を言えば鬼が笑うという訳で、ちょっと
※ロータリー財団委員長の三川 博会員は欠席

