
《会長要件》吉田会長

　先月はコロナで大変な中、吉田立盛

会員の尽力でオンライン例会という形

で例会を行うことが出来ました。本当

にありがとうございました。

　こういったものはちょっと難しいな

と感じている会員の皆様もいらっしゃ

るかと思いますが吉田立盛会員はじめパソコンや携

帯に詳しいメンバーが居りますので、気軽に声をか

けて頂ければ出張などで出席できないときも例会に

参加できますのでよろしくお願いいたします。

　私の会長職も今回を含めて 4 回です。このような

形でお話しするのもあっという間に今月限りとなり

ました。大変お世話になりっぱなしで皆様には感謝

しかありません。残すところわずかですが蕪島の清

掃や、内輪だけではありますが 45 周年の式典もあり

ますので最後まで頑張ってまいりますので皆様の御

出席をお願い致します。

《入会式》

《新会員紹介》三川会員

　本来であれば 4 月にバッヂ伝達式を

終わっていなければなりませんでした

が、コロナの影響で今日になりました。

新会員の小倉翔太（こくらしょうた）

さんを紹介いたします。

　小倉さんは八戸出身の 32 歳、非常に

若くこれから我がクラブの活性化に力を尽くしてく

れるものと期待しています。青森大学社会学部を卒

業後ベネッセホールディングスで約 9 年間営業、人

事に活躍されました。縁あって元会員の山形琢一さ

んと知り合いになりました。山形さんは数年前から

ビールの醸造を趣味でやっていてゆくゆくはビール

醸造の会社をやりたいと思っていたところ知り合っ

た小倉さんと意気投合し、一緒に会社を立ち上げよ

うということになったようで、現在立ち上げに向け

て進んでいるところです。会社の名前はカネク醸造

と言います。カネク醸造の取締役として会社を引っ

張っていく方ですが、ロータリー活動も頑張ってい

くという意欲満々な好青年です。我がクラブにとっ

て期待の持てる方と思い推薦いたしました。

《バッヂ伝達》

《新会員挨拶》小倉会員

　皆様こんにちは、先ほどご紹介いただ

きました株式会社カネク醸造の小倉翔太

と申します、よろしくお願いいたします。

先程のご紹介にもありましたがベネッセ

グループというところで営業・人事に携

わりながら 9 年間勤めてまいりました。

人事と言っても幅広くありまして労務管理とか人材

育成とか採用とかあるなか、私は新卒採用部門で約

500 名の新卒を採用するというミッションを請け負

いながらやっておりました。八戸に帰ってまいりま

して現社長の山形琢一と一緒にクラフトビール事業

を来年度に立ち上げるべく、今、準備をしています。

ロータリークラブでは皆様にいろいろと学ばせてい

ただきながら自己研鑽の場にさせて頂ければと思っ

ています。至らない点も多々あると思いますがご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 

2019-20 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
ＲＩ会長　マーク・マローニー（ROTARY  CONNECTS  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　沼田　　廣   ● 会長　吉田　賢治  ● 幹事　伊藤　　斉  ●コミュニケーション委員長　小原　隆平

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/
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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

　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 7 名を含む 29 名。出席率は 83％

です。前々回の例会は、オンライン例

会でした。

《出席報告》本多副委員長

米内職業奉仕委員長

第 2144 回 例 会 記 録
《次年度会長担当例会》
2020 年 6 月 4 日（木）
点鐘　12：30　　
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《幹事報告》伊藤幹事

　◦ガバナー事務所とガバナーエレクト

事務所よりコロナ関連の資料が届いてい

ます。例会開催の注意事項ですがその中

の一部をプリントしたものを皆様のレ

ターボックスに入れてありますのでご覧

になってください。

◦じょっばり経済学 6月の講師紹介が届いています。

◦米山事務局よりコロナによる業務時間変更の案内が

届いています。

◦6 月のロータリーレートは 1ドル 108 円です。

◦2 か月分の資料がレターボックスに入っています、

新しくなったクラブ定款細則、会報、ロータリーの

友 4 月号などです。ロータリーの友 5・6 合併号は間

もなく発行予定です。

◦ロータリー手帳が届いています、必要な方は後ろの

テーブルにありますのでお持ちになってください。

◦ザ・ロータリアン誌が届いています。

◦八戸 RC と八戸東 RC より 6 月から例会を再開します

との案内が届いています。どちらのクラブもメー

キャップは入り口で受け付けますが出席はご遠慮く

ださいとのことです。

◦7 日 ( 日 ) の蕪島海岸清掃は 11 時集合ですが体調

の悪い方は自重していただくようにお願いします。

《次年度幹事報告》石橋次年度幹事

　◦理事役員会報告、案件 1、年間プロ

グラムについて、案件 2、委員会編成表

について、案件 3、予算案について承諾

いただきました。7 月のスケジュール、

7 月 2 日 ( 木）会長・理事役員挨拶、7

月 9 日 ( 木 ) 各委員長挨拶、7 月 16 日

( 木 ) 前年度決算報告、今年度予算審議、7 月 23 日

( 木 ) 祝日の週につき休会、7 月 30 日 ( 木 )7 月 29

日に例会変更して南グループ合同例会、但し合同例

会については 6 月 15 日の現年度・次年度会長会議で

決まり次第ご連絡します。

《ニコニコボックス》慶徳委員

吉田会長 : 本年度もあと 1ヵ月となり

　　　　ました。周年行事も内輪でや

　　　　りますのでよろしくお願いし

　　　　ます。

石橋会員 : 次年度会長担当例会です。　

　　　　よろしくお願いします。小倉

　　　　さんようこそ。

赤穂会員 :次年度会長よろしくお願いします。

小原会員 :お久しぶりです。

熊谷会員 :皆様お久しぶりです。

米内会員 : 松田次年度会長よろしくお願いします。　

　　　　頑張って下さい。

三川会員 : 皆さん久しぶりの例会、今日は楽しみま

　　　　しょう。小倉さん、ようこそおいで下さい

　　　　ました。

松田会員 : 次年度会長担当例会です。よろしくお願

　　　　いします。

小倉会員 : 新会員の小倉です。本日からよろしくお

　　　　願いいたします。

《本人誕生日》

《原会員》4月

　4 月生まれです、ありがとうございま

した。人生半分です、あと半分頑張り

ます、よろしくお願いいたします。

《西尾会員》4月

　4 月生まれです、 吉田賢治会長が今

月で終わり、来月からは松田会長とい

うことで間もなく自分の番が来ること

にドキドキしています。よろしくお願

いします。

《西村会員》5月

　こんにちは、60 代もあとわずかになっ

たところですが気分はまだ 40 代くらい

のつもりでおります。これからもよろし

くお願いします。

《大澤会員》6月

　健康寿命というのは 70 前半、私も 70

前半であと何年もないのですがコロナの

お陰でその機会を奪われそうな気がして

います。恨めしいことです、早く終息し

てくれることを願います。

《松田会員》6月

　どうもありがとうございます。やっ

と 70 いくつかになります。今も何かご

縁があるのか大澤先生と年はちょっと

違いますが同じ誕生月で仲良くやって

おります。来年 1 年会長として頑張り

ますのでよろしくお願いいたします。

4月記念日の皆さん

5月記念日の皆さん

6月記念日の皆さん



本人誕生日 :原会員、西尾会員 (4 月）

　　　　　　西村会員 (5 月 )　大澤会員 (6 月 )

配偶者誕生日 :清川会員、西村会員 (4 月 )

　　　　　　　久保田会員 (5 月 )

　　　　　　　大澤会員、長嶺会員、伊藤会員 (6 月 )

結婚記念日 : 田守会員 (4 月 )　橋本精二会員 (5 月 )

　　　　　　長嶺会員、清川会員 (6 月 )

《国際奉仕委員会》大橋委員長

　お久しぶりです、この数ヶ月皆様の寄

付したいとの思いを叶える機会がなかっ

たのですが、やっと米山に寄付する機会

が訪れました。地区の野坂米山委員長か

ら寄付のお願いが来ています、当クラブ

の目標に対して大分少ないのであと一ヶ

月ありませんがよろしくお願いいたします。私は今

日財布を持ってこなかったので来週出します、皆様

もよろしくお願いします。

《オンラインについて》清川会員

　オンラインによる例会への参加につい

て皆様からの意見を頂戴したいと思いま

すのでご意見のある方は今月中にお願い

します。本日の例会にはテストケースと

して吉田立盛会員が出張先から参加しま

すので参考にしてください。

《オンライン参加》吉田立盛会員

　こんな場所からですが例会

に参加している感じで楽しい

です。来週は出席します。

《次年度会長挨拶》松田次年度会長

　本日は次年度担当例会ということです

が、例年ならば 5 月に地区研修・協議会

があったのですが、皆様ご存知のように

コロナのために全部が中止になって居り

ます。そこで次年度 RI 会長のテーマ、

地区ガバナーのテーマ、地区目標につい

て聞いてきたものをこの場で発表するように本当は

なっていたのですがこのような状況ですので勘弁願

いたいと思います。

　本日は源新ガバナーエレクトより送られてきた

DVD を皆様にご覧になっていただき、次年度クラブ

が取り組むべきことについて情報を共有していきた

いと思います。

　初めに次年度 RI 会長をご紹介いたします、ホルガ

―・クナーク氏、ドイツの方です、不動産業をやっ

ていらして 125 年も続いているそうです。RI テーマ

は「Rotary Opens Opportunities」日本語に訳すと

「ロータリーは機会の扉を開く」です、ロータリーが

機会の扉を開いてくれたから私は会長になって皆様

と合うことが出来ました、一つ勉強をしながら人生

をやっていこうとこの年になってこういうところに

立って、恥ずかしながら皆さんの前でお話しさせて

頂きますが、私の気持ちとしては大したことは出来

ませんが一番は親睦だと思っています。そしてもう

一つが奉仕、それがロータリーだと思っていますの

で、皆さんで頑張ってそれに近づく年度にしていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。それ

では DVD をご覧ください。
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