
《会長要件》松田会長

　皆さんこんにちは、会長を仰せつか

りました松田でございます。4 月 5 月と

オンラインでの会合でしたが、やっと

新型コロナウイルス緊急事態宣言も解

除され皆様とお会いすることが出来る

ようになりました。人は会って顔を見

て話し合わないと本当に大事なことはわかりません。

人が会うということは大事なのだということが改め

てわかりました。

　ホルガー・クナークＲＩ会長は「Rotary Opens 

Opportunities」日本語に訳すと「ロータリーは機会

の扉を開く」というテーマを掲げました。私は南ロー

タリーに入会して貴重な経験を沢山させて頂きまし

た。私のロータリリー会長としての目標は「親睦と

奉仕」です親睦は人と人が関わるわけで、但し親睦

と言っても信頼がなければ仲良く出来ません。その

ためにも今回こうやって人が会うということが大事

なのだとよくわかりました。それを一つの目標とし

て親睦ができる良いクラブを作っていきたいと思っ

ています。奉仕活動につきましては人に良くすると

いうことは自分自身が幸せになり周りの人も幸せに

なると信じております。黒田先生もおっしゃってい

ましたが地域での活動、社会や職業的な秩序に対し

て応援していく、応援してもらいたい人は沢山いらっ

しゃいます。そういう方のためになって、特に今は

大変な時代だと思います。できるだけの事はこのロー

タリーでやる、マンネリ化していることは改め、新

しい奉仕の世界をと私は思い二つほど考えています。

そのやり方については皆様と相談しながら乗りきっ

て良いものを残していきたいと思っています。チン

パンジーは物を仲間に配らないそうです、ところが

猿は猿に物を与える、その時の物を与えた顔がとて

もやさしい顔になるそうです。何かの話で聞きまし

た。私の先祖も同じ猿かもしれません、今はこうなっ

て天狗になっているかもしれません。私の知ってい

る人たち、ホテル関係の方、飲食関係の方何軒も失

くなっていまます。この大変な時ですがロータリー

のためにしっかりとやっていきますのでぜひ皆様方

のご協力、ご指導をいただけます様お願いして挨拶

といたします。（ビデオメッセージ）

《本人誕生日》

《久保田会員》

　誕生日の事をすっかり

忘れていました、年の事

を考えないようにしてい

るものですから。でもこ

の間、後期高齢者の保健

証が届いてしみじみ自分の年を感じております。

《長嶺会員》

　来週の 7 日で 69 歳に

なります。私は 110 歳

まで生きるので人生あ

と 41 年残っていますの

で、これからどれだけ

楽しいことが待っているのかワクワクしています。

ありがとうございました。

《清川会員》

　先週体重計に乗ったら

80 ㎏を超えていました。

ウエストを測ったら 3 桁

になってしまいました。

今年の目標はその 3 桁を

2桁に戻すことです。よろしくお願いします。

《櫻田会員》

　今年で 53 歳になりま

した。昨日の夜、娘が泣

きながら部屋に来たの
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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 33 名。本日の出席は免除

会員 7 名を含む 25 名。出席率は 81％

です。

《出席報告》松橋委員長

橋本修職業奉仕委員長熊谷ＳＡＡ
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は 10 時から 17 時までです。

◦米山事務所より 7 月の事務所開所の案内が届いてい

ます。10 時から 17 時です。

◦ガバナー事務所より主要行事の変更・中止のお知ら

せが届いています。7 月 18 日の米山卓話講習会の会

場が青森国際ホテルからアスパムに変更になりまし

た。7 月 26 日の第 1 回地区財団セミナーは中止にな

りました。

◦例会変更のお知らせ、八戸ＲＣ、引き続き例会時の

メーキャップは会場入り口でのみ受け付けます、例

会へのご出席はご遠慮ください。八戸東ＲＣ、7 月

24 日（金）祝日により休会、メーキャップ不可、八

戸北ＲＣ、7 月中のメーキャップ参加希望は前週の

金曜日までにお知らせください。八戸中央ＲＣ、メー

キャップ再開します。八戸西ＲＣ、メーキャップ参

加希望は出席希望の週の月曜までにお知らせくださ

い。

◦ロータリーのテーマネクタイの購入希望を回覧して

います。前年度 100％出席者には出席委員会より贈

呈いたします。

◦7月 23日の南風会ゴルフ、出席希望者は事務局まで。

◦7 月のロータリーレートは 1ドル 107 円です。

◦ガバナー月信が届いています。

◦ガバナー事務所より地区の情報を地区ホームペー

ジ、Facebook などでご確認くださいとのお願いが届

いています。

◦金田元会員夫人より記念誌のお礼状が届いていま

す。(慶徳副幹事代読 )

《前幹事報告》伊藤前幹事

　◦本日理事役員会の席で前年度理事役

員の皆さまより決算の承認をいただき

ました。

◦6 月 29 日に八戸市へ 300,000 円を寄付

させて頂きました。

◦6 月 30 日付で小笠原会員、本多会員か

らの退会届けが提出され持ち回り理事会において受

理しました。

《ニコニコボックス》慶徳委員

大澤副会長 : 今年も 1 年よろしくお願い

　　　　します。

石橋幹事 :1 年間ご鞭撻のほどよろしく

　　　　お願いいたします。

橋本精二会員 : 吉田会長、伊藤幹事、石

　　　　橋実行委員長、大変ご苦労様で

　　　　した。松田会長、大澤副会長、石橋幹事、　

　　　　理事会員の皆さま 1年間どうぞよろしく。

黒田会員 :今年度もよろしくお願いいたします。

赤穂会員 : 松田会長、石橋幹事よろしくお願いしま

　　　　す。

小原会員 : 松田会長年度のスタートを祝して、本年

　　　　度もよろしくお願いします。

長嶺会員 :松田年度の門出、おめでとうございます。

米内会員 : 今日から新年度、どうぞよろしくお願い

　　　　いたします。

伊藤会員 : 松田年度スタート、おめでとうございま

　　　　す。

で、どうしたんだと聞いたところインターネット通

販の詐欺にあったような話でした。皆さんも詐欺に

は気をつけましょう。

《松橋会員》

　私は 4 日で 52 歳になり

ます。先日石橋会員の所

でゴルフを初めて教えて

もらいました。これを機

にゴルフを始めなくては

いけないということになってしまいましたので皆さ

んのご指導ご鞭撻よろしくお願いします。

《幹事報告》石橋幹事・慶徳副幹事

　今年 1 年よろしくお願いします。口

下手なものですから慶徳さんのお力を

お借りしてやってまいります。

◦理事会報告

〇理事役員変更について、本多会員の

退会に伴い出席・親睦活動委員長に松

橋会員を推薦し承認いただきました。

〇8 月のプログラム、8 月 6 日 ( 木 ) 納涼例会、18

時 30 分パークホテル、会費は本人及び中学生以上の

家族は 4,000 円、小学生 1,000 円、幼児無料となっ

ています。8 月 13 日 ( 木 ) 祝日の週につき休会、8

月20日(木)会員増強委員会担当例会、8月27日(木)

会員卓話例会です。

〇委員会の編成について、原会員と小笠原会員の退

会に伴い社会奉仕副委員長に橋本精二会員、国際奉

仕副委員長 (米山 )に大橋会員と変更になりました。

〇今年度の予算案について小原会計より説明があり

承認しました。

〇新会員候補者について、米内会員増強委員長より

2 名の方の推薦があり承認しました。株式会社 E・

style 代表取締役　出貝友吾さん職業分類はエクス

テリア、大樹生命保険㈱八戸営業所　営業部長　山

﨑修平さん職業分類は生命保険、推薦者は二人とも

わたくし石橋です。入会に意義のある方は 2 週間以

内に幹事まで書面で申し出てください。

〇ガバナーとの懇親会について築館ガバナー補佐か

らの連絡に対して当クラブは４月１日を希望するこ

ととしました。

〇八戸市を緑にする会の協賛金 5,000 円をニコニコ

より支出することを承認しました。

《慶徳副幹事》

　今年度副幹事を仰せつかりました慶

徳です、石橋幹事のお手伝いをさせて

頂きますので、至らない点等々多々あ

るかと思いますが、皆さん寛大な心で

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いし

ます。

◦上期会費の請求書がレターボックスに入っていま

す。

◦2020 年 1 月の国際ロータリー理事会議事録と管理

委員会議事録を出力した物が事務局にあります。

◦ロータリーの友事務所より新型コロナウイルスに対

応しての業務案内が届いています。問い合わせ時間



吉田賢治会員 :6 月 29 日 ( 月 ) 八戸市への寄付 300,000

　 　　　円を小林市長へ渡してきました。6 月 29 日

　　　　八戸中央 RC35 周年夜例会へ参加、沼田ガバ

　　　　ナーより南クラブの皆様一年間ご協力あり

　　　　がとうございましたとのお言葉を預かって

　　　　きました。

本人誕生日 :久保田会員、長嶺会員、清川会員、

　　　　　　櫻田会員

《会長・理事役員挨拶》

《吉田直前会長》

　 1 年間皆様のおかげで会長という大

役をやらせていただきました。ありがと

うございました。松田会長、大澤副会長

初め素晴らしい布陣で今年度スタートす

ることになりました。自分のできる範囲

で今年度も協力させて頂きながら頑張っ

てまいりますのでよろしくお願い致します。

《西尾会長エレクト》

　 会長エレクトの西尾です、今年度、

松田年度の盛り上げに協力しながら、勉

強させていただきながら、次年度の準備

をちょっとずつ進めていければと思って

いますのでよろしくお願い致します。

《大澤副会長》

　副会長を勤めることになりました大

澤です、松田会長もメッセージの中で

おっしゃっていたようにやるべきこと

はきちっとやる、そして親睦を深め楽

しい会にしたいというのが方針ですの

で、私もそれに従って自分の役目をし

たいと思います。コロナの話をしようと思いました

が時間がないようですのでこれで終わります。一年

間よろしくお願いします。
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