
《会長要件》西村会長

　皆さんこんにちは。先週の年度末慰労

例会はとても楽しかったですね。そして

今日、いよいよ今年度の最後の例会を迎

えることになりました。この一年、苦楽

を共にして下さった西尾幹事、理事役員、

各委員長の皆さん、そしてクラブ会員全

員の皆さん、さらに事務局の赤穂さんに改めて心よ

り感謝申し上げます。

　私の会長要件も今日が最後になります。毎回 拙い

会長要件に辛抱強く耳を傾けて下さった皆様方に、

感謝と言うよりはお詫びを申し上げたい思いです。　

　常々家内から、私の挨拶は説教臭くなることがあ

るので気をつけるようにと言われているのですが、

今日を逃すとお話しする機会がもうないかもしれま

せんので、一つだけ心を込めてお話ししたいことが

あります。それは、奇しくも今日初めて音頭をとら

せて頂いて、皆さんと唱和した「４つのテスト」です。

その１番目の「真実かどうか」ですが、私は毎回深

い自戒を込めて唱和しています。私は、意識的にも、

あるいは自分の利益のためにも嘘を言うことはない

と思います。しかし何かをしゃべる時に、誇張して

例えば回数や人数を多めに言う、今はやりにいえば

「話を盛る」ようなことはあります。さらには、不確

かな噂話を確認もせずにしゃべってしまうこともあ

ります。「真実かどうか」と唱和するとき、そのよう

な言動でロータリアンとして恥ずかしくないのかど

うか、自然に自らに問い、改めるようになっている

のです。八戸南ロータリークラブの会員になって、

この年令になっても少しずつ成長していると感じま

す。だからロータリーは素晴らしい、今心からそう

思っています。

　さて、私の１年間の航海は終わり、いよいよ吉田

賢治丸の船出を迎えます。吉田会長・伊藤幹事年度

が輝かしい一年になることを願って、会長要件を閉

じたいと思います。

《幹事報告》西尾会員

最後の幹事報告を致します。

・例会変更、八戸ＲＣ7 月 31 日（水）

日時場所変更。

・ＲＩより為替レートについて、今まで

はロータリーレートを前の月に発表し

ていましたが 7 月からは月初めの為替

レートによって変更しますのでご注意くださいとい

う事です。

・新会員候補者のお知らせです、大平豊作様、職業

分類は産業廃棄物処理業、推薦者は吉田賢治会員で

す、意義のある方は 7 月 4 日正午までに書面にて申

し出てください。

一年間お世話になりました、ありがとうございまし

た。

《次年度幹事報告》伊藤次年度幹事

6 月 13 日に行われた次年度準備理事役

員会のお知らせ

・レターボックスに年間プログラムと委

員会編成表が入っています、所属委員会

変更希望があればお知らせください。

・次年度より今まで無料だった合同例会、

納涼例会、クリスマス家族例会の会員会費を頂くこ

とになりました。

《ＩＭについて》

　伊藤次年度幹事より中央ＲＣとの打ち合わせの途

中経過が報告された、また、ＩＭにはＲＩ会長夫人も

参加するためホストクラブの中央ＲＣとコ・ホスト

クラブの八戸南ＲＣからはできるだけ夫人同伴での

出席をお願いしたいとの報告があった。

 

2018-19 年度ＲＩのテーマ「インスピレーションになろう」
ＲＩ会長　バリー・ラシン（BE  THE  INSPIRATION）
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　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 3 名を含む 28 名。出席率は 88％

です。前々回の例会は、会員卓話例会

でした。

《出席報告》原委員長

四つの反省
１）真実だったか どうか

２）みんなに公平だったか

３）好意と友情を深めたか

４）みんなのためになったか どうか
西村会長



《西村会長》

　バッヂは私は良くものをなくすので 1 年間机の中

に保管していました。今日久しぶりに見たらピンが

錆びていましてなかなか外れない状態でしたので、

そのうち更新したらいいのかなと思っています。

《三川副会長》

　2 度目の副会長という事で 1 年間務めさせていた

だきました。素晴らしい 1 年間で会長、幹事、役員

の皆さまには感謝しています。3 度目はないんじゃ

ないかと期待していますけれども、もし、やれと言っ

たらやります。どうもお世話になりました。

《西尾幹事》

　1 年間幹事やらせていただきましてありがとうご

ざいます、西村会長初め皆さま方から暖かくご協力、

応援していただきまして何とか今日、この日を迎え

ることができて一安心しております、1 年間通して

いろいろと自分で出来ることと出来ないこと、皆さ

んにお願いした方が良いこととか、自分の社会人と

して力量を改めて気づいたところも多々ありました

し、皆様方がいてくださり心強いなと実感しました。

ようやく今、ロータリアンとしてスタートに立てた

かなという気分でおりますので、今後とも頑張って

いきたいと思っています、ありがとうございます。

《各委員長報告》

《出席・親睦活動委員会》原委員長

　1 年間出席委員会をした原です、あり

がとうございました。1 回も休まずに頑

張りました。来年度も休まずに頑張り

たいと思います。それだけは頑張りま

すので次回もよろしくお願いいたしま

す。

《コミュニケーション委員会》熊谷委員長

　1 年間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した。もと

もと会報委員会と広報・雑誌・ＩＴ委員

会の二つだったのが数年前から一つに

なった委員会で、会報に関してはいつ

もちょろちょろと写真を撮りまくって

いましたけれども、ほんとうは会報を作るまでが担

当ですが写真を撮るところまでで編集から印刷まで

伊藤さんにお願いしています。一時は発行がひと月

以上遅れていましたが最近ようやく追いついてきま

した。広報に関してはよろず相談とか蕪島清掃とか

長生園さんの三社大祭招待とかデーリー東北さんに

取材依頼をしました。直接デーリー東北さんへ出向

き記者さんたちがいるところでお願いしてきました。

丁重な対応をしてくださいますので、お願いに行け

ば取材していただけると思います。雑誌に関しては

ロータリーの友を当地区の話題を中心にたまに紹介

させていただきました。ＩＴに関しましては私が苦手

な部分は吉田立盛さんに協力していただきＭｙ

Rotary の紹介などさせて頂きました。1 年間どうも

ありがとうございました。

《ニコニコボックス》大橋副委員長

西村会長 : 一年間温かく見守っていただ

　　　　き、本当にありがとうございま

　　　　した。

西尾幹事 : みなさま、1 年間たいへんお

　　　　世話になりました。ありがとう

　　　　ございました。

橋本精二会員 : 西村会長、西尾幹事、役員、会員の

　　　　皆様一年間大変ご苦労様でした。大変お世

　　　　話になり有難うございました。

三浦会員 : 国際平和資金 1 年分、今年も 1 年ご苦労

　　　　様でした。

石橋会員 : 久保田ガバナー補佐一年間ご苦労様でし

　　　　た。会員の皆様、一年間ご協力ありがとう

　　　　ございます。

久保田会員 : おかげさまでＡＧ終わりそうです、あ

　　　　りがとうございました。

小原会員 : 西村会長、西尾幹事、1 年間本当にお疲

　　　　れ様でした。

米内会員 : 久保田ガバナー補佐、ほんとうにおつか

　　　　れさまでした。

三川会員 : 役員の皆様お世話になりました。ありが

　　　　とうございました。南風会の馬券あたりま

　　　　した、久しぶりのラッキーです。

伊藤会員 :西村年度お疲れ様でした。

吉田立盛会員 : 西村会長、西尾幹事、理事役員の皆

　　　　さま、一年間おつかれ様でした！！

吉田賢治会員 :西村会長、西尾幹事、各委員長の皆様、

　　　　一年間ごくろう様でした。7 月からも同様

　　　　に、ご協力のほどよろしくお願い致します。

《故慶徳会員夫人御芳志》慶徳会員

　父が亡くなりまして半年が経

ちました、43 年という長い期間

当クラブにお世話になっており

ましたので、母から感謝の気持

ちを込めまして会の方へ御芳志

させて頂きたいと言われ預かっ

てまいりました。会の為に有効に使っていただけれ

ば故人も大変喜ぶと思いますので、何卒よろしくお

願いいたします。

《新・旧バッヂ伝達》

西村会長から　　 三川副会長から　 西尾幹事から

吉田エレクト　　 榊次年度副会長　 伊藤次年度幹事

一年間お疲れ様

次年度よろしく



《会員増強委員会》伊藤委員長

　今年度は 35 名でスタートしましたが

すぐに 2 名の方に入会していただき、

37 から 38、39 と 4 人の方に入会してい

ただきました。残念ながら慶徳さんが

お亡くなりになり、村上会員が退会さ

れ、田名田会員は転勤による退会と 3

名の方が退会されました。4 名入会 3 名退会となん

とか純増1で終わることが出来ました。今井ガバナー

の最低目標である純増 1 はかろうじて達成すること

が出来てよかったなと思っています。会の発展は次

年度委員長の吉田立盛さんにお願いしますのでよろ

しくお願いいたします。

《社会奉仕委員会》大橋委員長

　パーフェクトな原さんと違いまして、

私はしょっぱなから肺炎で 2 か月ほど

休ませていただき、三社大祭に長生園

の方を招待するという最初の活動はド

クターストップでダメでしたし、4 月

28 日の蕪島清掃は地区研修・協議会の

方へ参加しなくてはならず、そちらも行けませんで

した。社会奉仕委員長としての大きな役目は何もで

きなかったなと思っております。来年は国際奉仕委

員長として韓国へ行ってお酒を飲んできたいと思っ

ています。1年間ありがとうございました。

《国際奉仕委員会》吉田立盛委員長

　今年度は国際奉仕委員会はちょっと

忙しくて 8 月に姉妹クラブである南浦

項 RC の方 5 名に三社大祭の時に来て

いただき第 11 回目の再調印式を八戸

パークホテルで行い姉妹提携してから

33 年目の調印を西村年度ですることが

出来ました。そのお礼に 11 月には西村会長、西尾幹

事、黒田先生、米内直前会長と国際奉仕の私で韓国

へ行き南浦項 RC の式典に参加してきました。米山に

関しては西村会長が米山功労者、長嶺さんが 4 回目

の米山功労者、そのほか小笠原副委員長初め沢山の

方に米山に協力いただきました。1 年間ありがとう

ございました。

《青少年奉仕委員会》三笠委員長

　1 年間大変お世話になりました、あ

りがとうございました。4 点お話しし

ます。1 点目は八戸市でインターアク

ト年次大会が開催されまして、黒田

PG、久保田 AG、そして私と八高生 4名、

顧問の先生 1 名が参加し他の高校の生

徒と交流を十分深めたのではないかなと思っていま

す。2 点目はクリスマス家族例会です、八高 IAC の

生徒 9 名、顧問の先生 2 名に参加してもらい生徒に

はダンスを披露していただき、会の盛り上がりに協

力してもらい、とても楽しい会でした。その時に活

動費もお上げしました。3 点目は 4 月 28 日の社会奉

仕という事で八高生と一緒に蕪島清掃を行いました。

たまたま地区研修・協議会と重なっておりましたが

会員 14 名、高校生も 14 名、さらには顧問の先生や

ご家族にも清掃に参加していただきました。うみね

この卵を発見して新しい驚きがあったなというよう

なことを言っておりました。最後に 5 月 23 日の例会

でインターアクトの高校生の皆さんから 1 年間のそ

れぞれが取り組んだボランティア活動について発表

していただき、高校生にとっては今後の高校生活、

さらには上を目指すには人間としてのプラスになっ

たのではと感じました。1 年間大変お世話になりま

した、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

　皆様には本当にたくさんのご寄付を

頂きありがとうございました。地区か

らの目標に対しましては一般財団の方

は先月で 189％と聞いております、ポリ

オプラスは 113％の達成でございます。

私の立てた目標の中にベネファクター

は 1 人以上という事でお二人になっていただきまし

たので 200％、MPF は 7 名の方になっていただき、新

PHF は目標 5 名に対して 11 名の方になっていただき

ました。今月三浦さんから寄付を頂いておりまだ送っ

ていませんのでこれで 200％行ければいいなと思っ

ていますが微妙なところでございます。次年度も皆

さんご寄付をよろしくお願いいたします。

《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長

　戦略計画は前年度と今年度で何とか

形にして皆さんに方針を発表できるこ

とになりました。次年度は規定審議の

方に力を入れてやっていきたいと思っ

ています。4 月に行われた規定審議の変

更点は英文では発表されていますが日

本語訳が発表されていないので、それを参考にしな

がらクラブの定款細則を修正印刷して皆さんに届け

たいと思っています。1 年間ありがとうございまし

た。

《小原会計》

　クラブの会計は初めてだったのです

がやはり会員数が多いと少ないではだ

いぶ違うなということで何とか無事に

決算を迎えられればと思っています。

来月決算報告させていただきます、ど

うもありがとうございました。

《伊藤 SAA》

　1 年間 SAA 務めさせて抱きました。そ

の前の半年間を含め 1 年半の長い間でし

たが最後までうまく回すことが出来ず申

し訳なかったなと思っています。次年度

は石橋さんに SAA 引き継ぎますのでよろ

しくお願いいたします。1 年間どうもあ

りがとうございました。
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