
《ビジター》

荒谷徳安様（八戸東ＲＣ）

安田壽高様（八戸東ＲＣ）

《会長要件》吉田会長

　皆さんこんにちは、21 日の日曜日に

クラブメンバーと奥様方にお集まりいた

だき、パークホテルで創立 45 周年の記

念式典を行うことが出来嬉しく思ってい

ます、本当にありがとうございました。

　今日は八戸東ロータリークラブからお

二人のビジターを迎えておりますが、八戸東ロータ

リークラブは私共のスポンサークラブの一つであり、

我々のクラブ誕生にご尽力いただいたクラブのメン

バーの方が私の年度の最後にメーキャップに来てい

ただいたというのも何かの縁なのかと自分なりに感

じているところです。

　レターボックスに先週の会報が入っています。前

回グダグダになって皆さんにお伝えしたかったこと

が伝わっていなかったかもしれませんが、私の気持

ちを書面にしていただいておりますので、こういう

ことを言いたかったのかと改めて読み直していただ

ければと思います。このことを伝えようと思うとど

うしてもこみ上げるものがあります。

　本当に一年間ありがとうございました。次年度も

また頑張っていきましょう。

《幹事報告》伊藤幹事

◦レターボックスに次年度の地区要

覧が入っています。

◦吉田年度最後の奉仕活動になりま

す八戸市への寄付を引き続き募って

いますのでよろしくお願いします。

◦ロータリー情報ハンドブックの申込書を回覧してい

ます。

◦第一ゾーンのコーディネーターである佐々木千佳子

パストガバナーよりコロナで大変ですが次年度も頑

張りましょうとの書面が届いています。

◦八戸市を緑にする会より花壇のコンクール募集案内

が届いています。

◦ＲＩ第 2720 地区から熊本大地震の支援報告書が届

いています。

◦レターボックスに黒田会員の「過去を内省し、新し

きものを統合していこう」のまとめというプリント

が入っています、吉田会長が皆さんにもう一度読ん

でほしいと用意したものです。

◦7 月 23 日の南風会ゴルフの案内を回覧しています。

◦ザ・ロータリアン誌が届いています。

◦昨年行われた南部ＲＣ50 周年のＤＶＤが届いてい

ます、参加者のみですが貰っていない方はお知らせ

ください。

◦原会員より退会届が提出され持ち回り理事会におい

て受理いたしました。

《次年度幹事報告》石橋次年度幹事

◦6 月 15 日に八戸プラザホテルにおい

て現年度・次年度会長会議が行われま

した。7 月に予定されていた南グルー

プ合同例会は新型コロナウイルス感染

拡大を考慮して 1 月に合同新年会とし

て行うことになりました。これを受け

まして前回保留になっておりました 7 月 30 日の例会

を会長卓話例会として行うことを持ち回り理事会に

諮り承認されましたのでご報告します。

《ニコニコボックス》慶徳委員

吉田会長 :1 年間ありがとうございまし

　　　　た。次年度に向けて頑張って

　　　　いきましょう。

伊藤幹事 : 皆様一年間ありがとうござ

　　　　いました。

黒田会員 : クラブ創立 45 周年記念式典
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　正会員数 36 名。本日の出席は免除

会員 8 名を含む 24 名。出席率は 67％

です。前々回の例会は、各委員会報告

例会でした。

《出席報告》慶徳委員
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四つの反省
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２）みんなに公平だったか
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４）みんなのためになったか どうか
米内職業奉仕委員長



　これからも奉仕の理想に向かって頑張ってまいり

ます。日々感謝しながら。

　1年間ありがとうございました。

《松田会長エレクト》

　こんにちは、勝手なことを申して申

し訳ありませんが今日は来月 2 日の手

術に向けての最終検査が 1 時半から始

まります。誠に申し訳ありませんが途

中で退席させていただきます。

　まだまだ未熟ですしロータリーの事

は分かりませんが、何があろうがやるとなったら頑

張って生きて頑張って参りますので、厳しくご指導

いただき、まだ何も準備はできていませんが出来る

ことは全部やって、楽しい年度にしていきたいと思

います。

よろしくお願いします。

榊副会長から大澤次年度副会長へ

《榊副会長》

　副会長として途中からの登板でした

が 1 年間何もやらず、たまに役があっ

ても吉田会長のように盛り上がること

もなく大変申し訳ありませんでした。

《大澤次年度副会長》

　次年度副会長を務めます大澤です。

副会長をやるのは二度目です。さっき

会長のご挨拶の中で奉仕活動も一生懸

命やるし、楽しくやりたいという方針

ですので私もそれに従って会長を補佐

して役目を果たしたいと思います。1

年間どうぞよろしくお願いします。

伊藤幹事から石橋次年度幹事へ

《伊藤幹事》

　ようやく 3 回目の幹事を終えることが

出来そうです。吉田会長に会長をお願い

するときに 45 周年で大変なので私が幹

事として補佐しますから何とか会長を引

き受けてくださいとお願いしました。お

陰様で 21 日に 45 周年記念式典を何とか

　　　　ありがとうございました。吉田会長、伊藤

　　　　幹事一年間ありがとうございます。

石橋会員 :45 周年記念式典無事終了しました。皆様

　　　　ありがとうございました。吉田会長初めメ

　　　　ンバーの皆様、1 年間ご苦労様でした。次

　　　　年度よろしくお願いします。

小原会員 : 吉田会長、伊藤幹事、1 年間お疲れ様で

　　　　した。先日の会長挨拶に胸を打たれました。

米内会員 : いよいよ最後の例会です。吉田会長あり

　　　　がとうございました。

三川会員 : 吉田会長、伊藤幹事一年間ごくろう様で

　　　　した。

榊会員 : 吉田会長、伊藤幹事、役員の皆さま一年間

　　　　ごくろう様でした。

清川会員 : 会長、幹事はじめ理事役員の皆さま、お

　　　　つかれ様でした。

西尾会員 : 吉田会長、伊藤幹事 1 年間お疲れさまで

　　　　した。ありがとうございました。

慶徳会員 : 吉田会長、伊藤幹事 1 年間お疲れさまで

　　　　した。

《ロータリー財団委員会》西尾委員長

　6 月の間に寄付をいただいた方の報告

をさせて頂きます。吉田賢治会員、伊

藤会員、小原会員、赤穂会員と私です。

1 年間どうもありがとうございました。

来週からは次年度分になりますのでご

用意の上よろしくお願いいたします。

《国際奉仕委員会》吉田立盛副委員長

　大橋委員長がお休みですので私から

6 月にご寄付をいただいた方を紹介い

たします。大橋会員、久保田会員、田

守会員、西村会員、伊藤会員の 5名です。

どうもありがとうございました。

《新・旧バッヂ伝達》

吉田会長から松田エレクトへ

《吉田会長》

　皆さんのご協力のお陰で 1 年間会長を

勤めることが出来ました。感謝しており

ます。

　昨年 7 月、会長職を仰せつかってから

1 年間、あっという間でした。マーク・

マローニーＲＩ会長のＩＭ訪問に始ま

り、様々な行事に参加させていただきながら多くの

方々と交流し、多くの事を学ばせていただきました。

　会長にならなければ体験できない・お会いするこ

とが出来ない方々との出会いの多さに感謝いたしま

す。



やることが出来ました。皆様ご協力ありがとうござ

いました。次年度は財団になりますが出来ることを

頑張ってやってまいりますのでご協力お願い致しま

す。1年間どうもありがとうございました。

《石橋次年度幹事》

　次年度幹事を仰せつかりました石橋で

す。会長の松田さん、私と赤穂さんに三

浦さんも同じ 18 年生まれということで

かなり年を取っておりますし、皆さん病

気持ちなので心配なところがありますけ

れども面倒見て頂きたいと思います。こ

のネクタイは次年度のネクタイでバッヂは 2830 地区

の源新さんが作ったバッヂです。役に立つかどうか

わかりませんが倒れないようにして 1 年間頑張りた

いと思っていますのでよろしくお願いいたします。

《委員会報告》

《会員増強委員会》吉田委員長

　会員増強を仰せつかっていた吉田で

す、年度当初は純増 3 と掲げていたので

すが減 1 という結果になっています。力

不足で申し訳なかった 1 年間でしたが気

持ちだけは引き続き会員増強をしていきたいと思っ

ています。1年間お疲れさまでした。

《櫻田会計》

　会計の櫻田です、1 年経ちましたが会

計の仕事は何もしていないような感じ

で、皆、事務局等々にお任せしっぱなし

でただひたすらサインを書いているだけ

の仕事だった気がして申し訳なく思って

います。1 年間お世話になりました、あ

りがとうございました。

《石橋ＳＡＡ》

　2 度目のＳＡＡで口下手な私がお役

に立つか非常に不安でした。それでも

新型コロナウイルスの影響で通常の例

会が 2 か月ほど無くなり、入院したり

もしていたのでしゃべる機会が 9 か月

で済みましたのでありがたいことだと

思っています。次年度はもっと大変な幹事というこ

とで松田会員と一緒に頑張りたいと思っていますの

で皆様ご協力お願い致します。
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