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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

久保田職業奉仕委員長

《会長要件》米内会長

《出席報告》田守副委員長
吉田直前会長が昨日の東
正会員数 31 名。本日の出席は免除
奥日報に載っておりました。
会員 6 名を含む 31 名。出席率は 83％
いたるところでボランティ
です。前々回の例会は、祝日の為休
ア活躍してくださってさす
会でした。
がです。ロータリアンの仲
間として鼻が高いです。
12 月は疾病予防と治療月間です。青森県は癌の死 《結婚記念日》
亡率が日本一との有難くない新聞記事がありました。
インフルエンザなど病気と医療（医学）はいたちごっ
このようです。先進国と自負していても油断はでき
ないのですが、世界中にはまだまだ欧米や日本とは
違い医療制度が整わない国が多くあります。ポリオ
村上会員
高橋会員
吉田賢治会員
の撲滅のあと一歩がなかなか達成できないことなど
からも分かります。それに紛争や貧困問題が追い打
《幹事報告》吉田賢治幹事
ちをかけることになっているように思えます。（韓国
・理事役員会報告
に逃げた北朝鮮の兵士のお腹から何匹もの寄生虫が
〇1 月のプログラム、1 月 4 日休会、1
出てきたことなど 21 世紀の今考えさせられます）北
月 11 日新年互礼例会、12 時 30 分蕪嶋
欧には及ばないが一応国民皆保険制度を謳い医療制
神社、1 月 18 日職場訪問例会、12 時 30
度も整っている我々日本人が当たり前としているこ
分孔明荘 ( 南部町 )、1 月 25 日ロータリー
とが出来ない多くの国の人たちの疾病予防と治療の
理解推進・ポールハリス追悼例会です。
ことを考え、併せて青森県のロータリアンの場合、
〇次年度理事役員案について西村エレ
日本一の短命県を返上等我々の疾病予防も含めての
クトより発表され承認されました。
『疾病予防と治療月間』と思います。
〇アクトの翼の旅費について承認されました。
本日はクラブ年次総会です。よろしくお願いいた
・長生園だよりが届いています。
します。
・クリスマス家族例会のプレゼントの受付をしてい
ます。
《新米山功労者》

小笠原会員（地区大会表彰伝達）
《本人誕生日》

橋本会員

熊谷会員

《ニコニコボックス》西尾委員長
米内会長 : クラブ年次総会です。よろし
くお願いいたします。
久保田会員 : 今日もよろしく。
小原会員 : 米内会長、写真をありがとう
ございます。
西村会員 : 今日は大事な年次総会です。
宜しくお願い致します。
本人誕生日 : 橋本会員、熊谷会員、
結婚記念日 : 村上会員、高橋会員、吉田賢治会員

社会奉仕委員長 大橋央雅、国際奉仕委員長 吉田
《ロータリー財団委員会》熊谷委員長
立盛、青少年奉仕委員長 三笠勝彦、ロータリー財
先週はロータリー財団委員会担当例
団委員長 石橋一男、規定審議・戦略計画委員長
会でした、早速皆さんから多数のご寄
付をいただいております。米内会長、 長嶺康廣、副幹事 伊藤斉、副会計 桜田泰規、副
SAA 石橋一男、参考までにガバナー補佐として久保
黒田会員、三川会員、西村会員、皆さ
田会員が選出されております。
んのご寄付でございました。毎月担当
例会をするとあっという間に目標達成
するのかなと思っています。そうもいかないので時 《米内会長》
拍手をもってご承認いただければと思います。( 拍
としてご案内いたします。今年度の地区目標は 1 人
手にて承認 ) 次年度の役員の方から挨拶をいただき
150 ドル、今のレートで 16800 円、皆様の善意をお
たいと思います。
願い致します。
《次年度理事役員挨拶》( 肩書は次年度 )
《年次総会》米内会長
《西村会長》
年次総会はクラブ細則第 5 条第 1 節に
ご承認ありがとうございました。今
書かれてあります通り「12 月の第 1 例
日は所信表明をする場ではないと思っ
会日に開催されるものとする。」となっ
ていますので簡単にお話いたします。
ております。第 4 条第 1 節に「本クラブ
私は経験も浅く未熟者でございますが、
の会合及び理事会の会合において議長を
この一年半は絶対に泣き言、愚痴、ネ
務めその他通常その職に付随する任務を
ガティブなことは言わないようにと心
行うことをもって会長の任務とする。」とあります。
に決めております。これからお話をされる理事役員、
よってここからは私が議長を務めさせていただきた
委員長の方にお願いしたいのですが、これからも繰
いと思います。最初に吉田幹事より本日の出席者数
り返しお話しするかもしれませんが、ロータリー、
について発表していただきたいと思います。
更に八戸南ロータリークラブは変化していかなけれ
ばいけないというのが私の考えの基本です。ですか
《吉田賢治幹事》
ら各役員の方、もちろん会員全員ですれども、これ
クラブ細則第 1 条 定義の 4 にあり
までのことを同じようにやっていても良いとはでき
ますように投票時に出席していな
るだけ考えないで、ご自分なりの味付けを少しして、
ければならない会員の最低人数は
ちょっとでもいいから変化を考えてほしい、今日お
クラブ決定の場合会員総数の 3 分
話ししなくても良いですが、実際に活動をはじめら
の 1 です。本日の出席者は 31 名で
れるまでには何か自分なりの工夫を考えていただき
会員総数の 3 分の 1 を満たしてい
たいなと思っているところです。よろしくお願い致
ますので年次総会は成立いたします。
します。
《米内会長》
年次総会について説明いたします。先ほども申し 《吉田賢治会長エレクト》
次次年度会長候補者ということで選
上げた通り年次総会はクラブ細則第 5 条第 1 節あり
んでいただきました。これから西村会
まして 12 月の第 1 例会で行われ、この年次総会にお
長の 1 年を見させていただきますし、
いて次年度の役員及び理事の選挙を行われなければ
今まで 40 数年ずっと培ってきた南ロー
ならないとありますが、10 月 26 日に指名委員の選
タリークラブの思いであったり、いろ
挙によって指名委員に選ばれた吉田賢治会員、伊藤
んなことをもう一度しっかり勉強しな
会員、石橋会員、大橋会員、西尾会員、それに会長
おして、南クラブが良いクラブに成長できるお手伝
である私と会長エレクトの西村会員の 7 名で 11 月 1
いができるよう頑張ってまいりますのでたくさんの
日に指名委員会を開き次次年度会長に吉田賢治さん
ご指導をいただけますようこれからもよろしくお願
が選ばれました。皆様意義がなければ拍手にて承認
い致します。
をお願い致します。( 拍手にて承認 ) 先ほどの理事
会において次年度の理事役員についても承認されま
したので会長エレクトより発表していただきたいと 《西尾幹事》
次年度幹事を仰せつかった西尾です。
思います。
自分で大丈夫なのかという思いもあり
ますが、沢山の先輩方にいろいろと教
《西村会長エレクト》
えていただきながら頑張ってまいりま
今、米内会長よりお話がありましたように指名委
すのでよろしくお願いいたします。
員会、本日の理事役員会にお諮りして承認された次
年度理事・役員案を発表させていただきます。
会長 西村幸也、直前会長 米内安芸、会長エレク 《小原会計》
次年度の会計になりました小原です。
ト 吉田賢治、副会長 三川博、幹事 西尾和樹 、
クラブの会計は初めてなので勉強させ
会計 小原隆平、SAA 伊藤斉、出席・親睦活動委員
長 原久美、コミュニケーション委員長 熊谷道雄、 ていただきながら、西村会長、西尾幹
会員増委員長 伊藤斉、職業奉仕委員長 桜田泰規、 事のお手伝いが出来ればと思っていま

すのでよろしくお願いします。

任なので宮廷料理には行けないかもし
れませんが、報告を聞くと向こうでは
立盛はどうしたという声が上がってい
るようなので、会長、幹事を補佐して
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。

《伊藤 SAA・会員増強委員長・副幹事》
出しゃばりなので名前が三か所も
載っております。2 番目の会員増強は
本年度から会員増強にロータリー退会
防止が組み込まれたため 3 年委員会と
いう形を引き継ぐことになりましたの 《三笠青少年奉仕委員長》
このたび 青少年奉仕委員会の委員長
で会員増強もやらせていただきます。
を仰せつかりました三笠と申します。ま
SAA としてスムーズな例会進行に努めたいと思いま
だ南ロータリーさんの方に所属して 2 年
す。会員増強としては今、会員が減って大変なクラ
未満ということで非常に不安な気持ちが
ブ状況でございますのでできるだけ多くの方にお声
ありますが、高校生とボランティア活動
掛けしながら 45 周年に向かって 1 人でも多くの会員
等についても今までのことを少し頑張り
を増やせるように努めたいと思っております。また、
ながら、又、様々な角度で奉仕活動の方に取り組ん
副幹事として西尾幹事を補佐しながら 1 年間頑張っ
でいければ良いなと考えております。皆様のご協力
ていきたいと思っていますのでよろしくお願いいた
どうかよろしくお願いします。
します。
《原出席・親睦活動委員長》
西村エレクトに選ばれた原久美で
す。出席委員会は去年もやったのです
が再度ということなので楽しくやらせ
ていただきます。よろしくお願いいた
します。
《熊谷コミュニケーション委員長》
初めてコミュニケーション委員会を担
当させていただきます。今、大橋さんが
一生懸命写真を撮っていらっしゃいます
けれども、コミュニケーション委員会の
目に見えるお仕事です。色々と幅広そう
な委員会ではないかと思いますので、先
ほど西村エレクトがおっしゃっていたように変化を
持たせながら、色々と探って皆さんのご協力をいた
だきながらできればと思っています。よろしくお願
いします。
《桜田職業奉仕委員長》
職業奉仕委員会の委員長を仰せつか
りました桜田です。西村エレクトから
先ほど自分なりの味付けをして活動し
てほしい、役員としてやってほしいと
いうお話がありましたので、私は料理
が下手ですけれども料理は好きなので
自分なりにいろいろ頑張ってやっていきますのでよ
ろしくお願いいたします。

《石橋ロータリー財団委員長・副 SAA》
次年度ロータリー財団を引き受ける
ことになりました石橋です。本来であ
れば今年度の幹事が次年度はロータ
リー財団の委員長になるのが、うちの
クラブの通例なのですが、会長エレク
トということですのでそちらの方を頑
張ってやってもらうということで私がロータリー財
団を引き受けることになりました。また、吉田年度
には SAA ということで出来るかできないかはわかり
ませんが頑張ってやっていきたいと思っております。
どちらも 2 回目ですので慣れたというわけではない
ですけれども、西村年度、吉田年度で頑張らせて頂
きたいと思っています。
《長嶺規定審議・戦略計画委員長》
次年度規定審議・戦略計画の委員長
を仰せつかりました長嶺です。次年度
はクラブの戦略計画作りが主な仕事に
なると思いますので会員の皆様のご意
見を聞きながらより良いクラブになる
ように頑張りますので、皆さんのご協
力をお願いしたいと思います。

《久保田南グループガバナー補佐》
ガバナー補佐をやれと指名されまし
て、本当はよくわからないのですが皆
さんがやれと言ったのだからやらなけ
ればいけないのかなと、役をいただく
ことによって私もまたロータリーの勉
《大橋社会奉仕委員長》
次年度社会奉仕の理事の大橋です。 強をしなければならないと勉強中です。
いただいた機会を生かしてやらせていただきたいと
三浦晃さんからの受け継ぎというのは
思いますのでよろしくお願いいたします。
このコミュニケーション委員会も前年
度は晃さんで、又、社会奉仕も晃さん
から受け継ぐということで弟子のよう 《米内直前会長》
最後に私からですが、西村エレクトはずいぶん準
な感じで頑張りますのでよろしくお願
備もよく、先ほどお話しされていたようにもうすで
いいたします。
に西村カラーを皆さんにお願いしたりして、私なん
かと違って準備も手回しもとてもよく出来ており西
《吉田立盛国際奉仕委員長》
村年度はスムーズに行くのかなと思っております。
国際奉仕委員長を仰せつかりました吉田です。こ
どうかよろしくお願いしたいと思います。
れは西村会長エレクトより来年一緒に韓国へ行こう
と誘われたんだと思っております。大沢委員長の後

