
《会長要件》西村会長

　こんにちは。皆さんお気付きのよう

に、先ほどから雪が本降りになってき

ました。大きな窓越しに見る雪は幻想

的で美しい一幅の絵のようでもありま

すが、

　先ほど黙祷を捧げました本会第２２

代会長、慶徳征一様のご逝去を悼む雪のようにも私

には見えます。八戸南ロータリークラブは大切な仲

間を失い、大変残念な思いです。

　良いお知らせも一つございまして、この度、大澤

一實会員が厚生労働大臣表彰を受賞されました。誠

におめでとうございます。のちほど、ご本人からお

話しを頂きたいと思います。

　さて、１２月のテーマは、「疾

病予防と治療」ですので、先週

に引き続いてですが少しそのお

話しをしてみたいと思います。

　私の愛読書のひとつが、貝原

益軒が著作した「養生訓」です。

有名な本ですから説明は要らないと思いますが、「養

生訓」は今から３００年前の江戸時代中頃に、医学

者の貝原益軒が人間の生き方と健康について、分か

りやすく解説したエッセンスです。驚くべきことに、

その内容は古典でありながらとても現代的で、たと

えば、ストレスが多くの病の原因である、というこ

とを繰り返し述べています。私が一番好きな一節は、

「心は楽しむべし、苦しむべからず」という下りです。

何事も楽しもうじゃないか、済んでしまった過去を

悔やんだり、将来の取り越し苦労をしたところで物

事が好転するわけでもなく体にも良くない、と様々

な具体例も述べながら説いています。

　「心は楽しむべし」、そう、ロータリーも楽しむの

が何より大切、そう思いませんか？

《幹事報告》西尾幹事

・理事役員会報告

〇1 月のプログラム、1 月 3 日 ( 木 ) 祝日の週につき

休会、1 月 10 日 ( 木 ) 新年互礼例会 12 時 30 分蕪嶋

神社 昼食はマリエント、1月 17 日 (木 )

ゲストスピーチ(リストランテ澤内様)、

1月 24 日 (木 ) 会員卓話（三川副会長）、

1 月 31 日 ( 木 ) ロータリー理解推進・

ポールハリス追悼例会 18 時 30 分パー

クホテルです。

〇12 月 20 日のクリスマス家族例会の余興でジャズ

シンガーの方がバンド付きで 5 名参加することを承

認しました。

〇クリスマス家族例会のゲストとして JC 卒業生に声

をかけていることが報告されました。ほかにも希望

者がいたらお知らせください。ゲストの方もいらっ

しゃいますので当日の景品はできれば 2 個以上でお

願いします。

〇西村会長より指名委員会の経緯が報告され、吉田

会長エレクトより次年度の理事役員案が発表され承

認しました。

・地区会員増強委員会よりセミナー開催の案内が来

ています、1月 26 日 ( 土 ) 青森国際ホテルです。

《ニコニコボックス》大橋副委員長

西村会長 : 本日は年次総会で大切な例会

　　　　です。宜しくお願い致します。

西尾幹事 : 年次総会よろしくお願いいた

　　　　します。

大澤会員 :11 月 23 日、労政行政厚生労

　　　　働大臣表彰を受けました。

小原会員 : 大澤先生、厚生労働大臣表彰おめでとう

　　　　ございます。

三川会員 :大澤会員、受賞おめでとうございます。

吉田賢治会員 : 大澤先生、厚生労働大臣賞、受賞お

　　　　めでとうございます。
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　正会員数 35 名。本日の出席は免除

会員 4 名を含む 25 名。出席率は 63％

です。前々回の例会は、職場訪問例会

でした。

《出席報告》原委員長

八戸南ＲＣ第 22 代会長
慶徳征一様　12 月 3 日ご逝去

黙　祷



ます。本日の出席者は 25 名で会員総数の 3 分の 1 を

満たしておりますので年次総会は成立いたします。

《西村会長》

　それでは年次総会を始めます、年次総会について

ご説明します ( クラブ細則第 5 条第 1 節読み上げ説

明 )

　1ヵ月前になりますが 11 月 1 日に指名委員選挙を

行いました。そこで選ばれた松田義武会員、吉田立

盛会員、石橋一男会員、伊藤斉会員、西尾和樹会員

と私の 6 名 ( 会長エレクトの吉田賢治会員は都合に

より欠席 ) で 11 月 28 日に指名委員会を開催いたし

ました。その指名委員会の場で次次年度会長に松田

義武さんが推挙されました。皆様ご異議がなければ

拍手にて承認願います ( 拍手にて承認 ) ありがとう

ございます。松田義武さんは会長ノミニーというこ

とです、よろしくお願いいたします。先ほどの理事

会において次年度の理事役員案が承認されました。

吉田会長エレクトより発表していただきます。

《吉田賢治会長エレクト》

　2019-2020 年度八戸南 RC 理事役員案を発表させて

いただきます。会長吉田賢治、直前会長西村会員、

会長エレクト松田会員、副会長三浦会員、出席・親

睦活動委員会委員長熊谷会員、コミュニケーション

委員会委員長小原会員、会員増強委員会委員長吉田

立盛会員、職業奉仕委員会委員長米内会員、社会奉

仕委員会委員長原会員、国際奉仕委員会委員長大橋

会員、青少年奉仕委員会委員長三笠会員、ロータリー

財団委員会委員長西尾会員、規定審議・戦略計画委

員会委員長長嶺会員、幹事伊藤会員、会計櫻田会員、

SAA 石橋会員、副幹事石橋会員、副会計小原会員、

副 SAA 熊谷会員、以上でございます。

《西村会長》

　皆様、拍手をもってご承認いただけますでしょう

か ( 拍手にて承認 ) ご承認いただいたものと認めま

すありがとうございます。それでは次年度役員の皆

様よりご挨拶いただきたいと思います。

《吉田賢治会長》※以下役職は次年度

　次年度会長予定者の吉田でございま

す。先程来会員減少の話が出ておりま

したけれども、何とか頑張って会員を

増やし、活気のあるクラブにしていき

たいと思いますので、皆様ご協力のほ

どよろしくお願いします。

《松田会長エレクト》

　10 月の末外せない用事があり東京の

方へ行っていましたが、ある方から 11

月 1 日の例会には出席しなければと言わ

れ戻って出席したところこういうことに

なってしまいました。入会以来 10 年以

上何もしておりませんが皆様のご推薦を

いただきましたので腹をくくってやっていこうと

思っています。30 年間青森に来て 25 年は間違いな

く人の 3 倍も動いてきたと思っています。何とか東

《ご挨拶》大澤会員

　過分なお祝いの言葉を頂戴してありが

とうございました。この厚生労働大臣表

彰というのは毎年 11 月 23 日勤労感謝の

日に表彰されるもののようです。私が受

けた理由というのは、青森県労働委員会

の委員を長年務めてきたからです。委員

になったのは平成 16 年ですから 14 年間、3 年前か

らは労働委員会の会長をやっております。労働委員

会というのは、公益委員、労働者委員、使用者委員

それぞれ 5 人ずつで構成されていて、労使間のいろ

んな紛争の間に入り話をまとめ、場合によっては命

令を出します。賃金とか雇用関係の問題、最近多い

のはパワハラ、セクハラでその訴えの中に入って問

題を解決しています。この労働委員会というのは全

都道府県に 1 つずつあります。青森県で言いますと

青森県労働委員会で位置づけとしては県の行政委員

会という位置づけになっています。大したこともし

ないうちに時間が過ぎてきましたが、聞いたところ

この表彰というのは公益委員、公益委員というのは

中立の意味で学者とか弁護士がなり、使用者委員は

使用者団体から推薦された人、労働者委員は労働組

合から推薦された人で、この公益委員というのを 10

年以上やって会長を 1 年以上やればもらえるという

ことで、特別なことではなく長くやっていればもら

えるもののようでございます。労働委員会について

お話ししたいことはたくさんございますけれども、

それを言っていると時間がかかりますので何かの機

会にお話しできればと思います。皆さん今日はあり

がとうございました。

《ロータリー財団委員会》石橋委員長

　本日赤穂会員より 52,000 円いただき

ました。これにより赤穂会員はマルチプ

ルポールハリスフェローの 1 回目になり

ます。1 回目というのは今までに 2,000

ドル寄付されたということです。本多会

員よりポリオに 30 ドル頂戴しました、

ありがとうございました。

《クラブ年次総会》西村会長

　先程来お話ししています通り

本日は 2018-2019 年度の年次総

会です。年次総会はクラブ細則

第 5 条第 1 節にありますように

12 月の第 1 例会に行われる規

定になっております。そしてこ

の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とありますのでそれに従いま

す。クラブ細則第 4 条第 1 節に定めるところにより

これからは私が総会の議長を務めさせていただきま

す。西尾幹事より本日の出席者の発表をしていただ

きます。

《西尾幹事》

　第 1 条定義の 4 に書かれてあります通り投票時に

出席していなければならない会員の最低人数、クラ

ブ決定の場合は本クラブ会員総数の 3 分の 1 とあり



北全部に会社を出そうと形が見えてきたところで 4、
5 年前から仕事の面も落ち着き心にゆとりも出てき
たところにお話しを頂きました。ロータリーの為に
も仲間の皆様の推薦をいただきまして頑張っていこ
うと思っています。今までそんな気持ちがなかった
のでロータリーの仕組みはわかりませんが真剣に少
しは聞きました。これから皆様のお力を頂いてやっ
ていきますのでよろしくお願いします。

《三浦副会長》
　次年度からわたくし、三浦晃が副会長
を仰せつかることになりました、よろし
くお願いいたします。

《熊谷出席・親睦活動委員長》
　出席・親睦活動委員会の委員長を仰せ
つかった熊谷です。長年ロータリアンやっ
ていますが初めての委員会ですので、初
心に帰って気を引き締めて担当させてい
ただきたいと思います。よろしくお願い
いたします。

《小原コミュニケーション委員長》
　次年度のコミュニケーション委員長を
仰せつかりました小原です。会報・広報・
雑誌・IT と結構幅広い分野をカバーする
ことになりそうです。熊谷現委員長を見
習って頑張りたいと思います、よろしく
お願いいたします。

《吉田立盛会員増強委員長》
　次年度会員増強委員長を仰せつかりま
した、うちのクラブは会員増強が喫緊の
課題だと思っています。皆様のご協力を
頂きながら頑張りたいと思います。よろ
しくお願いします。

《米内職業奉仕委員長》
　次年度の職業奉仕委員長を仰せつかっ
た米内です。今度の吉田賢治会長は私が
会長の時に幹事で大変お世話になったの
で、吉田会長の時は何でも受けて努力を
するつもりでおりますので、どうかよろ
しくお願いします。

《原社会奉仕委員長》
　社会奉仕に選ばれた原久美です。吉田
会長の足を引っ張らないように頑張りた
いと思います。よろしくお願いします。

《大橋国際奉仕委員長》
　国際奉仕委員長となります大橋です。
30 年以上海の外に行ったことがありませ
んが、来年は情勢が許すようであれば韓
国へ行きたいと思っています。よろしく
お願いします。

《三笠青少年奉仕委員長》
　青少年奉仕委員会の委員長を拝命した三笠です。

今年度に引き続きということで、今年度
を踏まえながら次年度頑張っていきたい
と思います。どうぞご協力よろしくお願
いします。

《西尾 R財団委員長》
　ロータリー財団委員長を仰せつかりま
した西尾です。幹事の次の当て職とは聞
いていましたが、先日、日曜日に吉田賢
治会長エレクトと一緒に地区の財団セミ
ナーへ行ってまいりました。早速勉強し
て来いということで、石橋会員から今後
もいろいろと教えていただきながら、今年度のよう
に出来ないとは思いますが皆様のご協力よろしくお
願いいたします。

《長嶺規定審議・戦略計画委員長》
　規定審議・戦略計画委員会の委員長を
引き受けることになりました長嶺です。
次年度でちょうど 3 年目の委員長になり
ますので皆さんの協力をよろしくお願い
いたします。

《伊藤幹事》
　次年度 3 回目の幹事をやらせていただ
く伊藤です。クラブにとりまして 45 周
年の大事な年でありますので、吉田会長
を一生懸命補佐してクラブ運営頑張って
まいりますのでご協力お願いいたしま
す。

《石橋 SAA・副幹事》
　SAA を受けることになりました石橋で
す。無口な私ですけれども、一生懸命皆
様にご迷惑をかけないように頑張ります
ので、よろしくお願いいたします。引き
続き次次年度の幹事を受けることになり
ました、松田さんと同年代ですので何と

か松田会員が会長を務められるように勉強させて、
一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。

《小原副会計》
　次次年度 2 回目の会計を引き受けることになりま
した。会員が少ないとクラブの会計も厳しいので何
とか会員増強と協力してやっていきたいと思います。

《熊谷副 SAA》
　次年度副 SAA、次次年度 SAA を担当させていただき
ます口下手な熊谷です、よろしくお願いいたします。

《西村直前会長》
　直前会長となります西村です、次年度
会長の吉田賢治さんは非常に懐の深い包
容力のある方だと私は思っています。皆
様もそう思っていらっしゃると思います。
その包容力と人間の大きさで、次年度南
ロータリーはググっと盛り上がる会にな
ると確信しておりますので、そのお手伝いが少しでも
出来ればと思っています。よろしくお願いいたします。
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