
《会長要件》松田会長

　こんにちは、これと言ってお伝えする

ことはありませんが皆さんの元気なお顔

を見られたことが一番です。今日はたく

さんの記念品の贈呈がありますので早速

始めたいと思います。

《1月本人誕生日》田守会員

　去年孫が生まれた話をしました。1 歳になりヨチ

ヨチ歩いてすごくかわいいです。ただババと呼ばれ

るのはちょっとなと思っているのですがこれからも

楽しみです。

《高橋会員》

　私もようやく 86 歳になりました、上皇天皇の 1 年

下になりますが何とか生きています。今後も宜しく

面倒見てください。

《2月本人誕生日》石橋会員

　78 歳になりました、だんだんボケてきて会社でも

邪魔にされています。ロータリーでも邪魔にしない

ようにお願いします。

《伊藤会員》

　2 月 2 日で 63 歳になりました。若い若いと思って

いましたが順調に年を取っています、これからもよ

ろしくお願いします。

《慶徳会員》

　2 月 21 日で 54 歳になります。7 月から幹事を仰せ

つかっていますので今年は 1 年体調に気をつけて頑

張りたいと思います。よろしくお願いします。

《大橋会員》

　私も慶徳さんと同じで 21 日で 36 歳年男になりま

す。大橋家では年男の節分は鬼は外福は内を笑顔で

やるという習わしがあり 36 のこの年になり鬼は外福

は内を笑顔でやらさせていただきましたので今年は

大丈夫だと思います。

《赤穂会員》

　こんにちは 18 年の 2 月 1 日生まれで 78 歳になり

ました。今後ともよろしくお願いいたします。

《中村会員》

　2 月 26 日で 39 歳になりました。息子も中学校 1

年生になりましてだんだんに自分も年を感じるよう

になってきました。

《3月本人誕生日》下田会員

　腰を手術して今ようやく

練習場で打っています。み

んなシャンクです、どうし

てもまっすぐ行きません。

体重移動ができなくていま

すがこれからも頑張ってや

りたいと思っていますのでよろしくお願いします。

 

2020-21 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
ＲＩ会長　ホルガ―・クナーク（ROTARY  OPENS  OPPORTUNITIES）

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　源新　和彦   ● 会長　松田　義武  ● 幹事　石橋　一男  ●コミュニケーション委員長　久保田　幸造

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/

   Facebook ページに「いいね！　 」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2020/

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

第 2169 回 例 会 記 録
《社会奉仕委員会担当例会》

2021 年 4月 8日（木）
点鐘　12：30

レポート No.1601

　正会員数 35 名。本日の出席は免除

会員 8 名を含む 24 名。出席率は

70.6％です。

《出席報告》松橋委員長



カメラ促進事業のお礼状が来ています。

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 : 社会奉仕委員会担当例会よ

　　　　ろしくお願いします。

石橋会員 : 社会奉仕委員会、橋本副委

　　　　員長よろしくお願いいたしま

　　　　す。

久保田会員 : 下田さん鉄瓶ありがとう

　　　　ございます。

米内会員 :通常例会感謝です。

中村会員 :ニコニコ

本人誕生日 :石橋会員、赤穂会員、高橋会員、

　　　　　　下田会員、伊藤会員、田守会員、

　　　　　　大橋会員、西尾会員、慶徳会員

配偶者誕生日 :石橋会員、赤穂会員、小原会員、

　　　　　　　米内会員、清川会員、西村会員、

　　　　　　　松橋会員、慶徳会員

結婚記念日 :黒田会員、赤穂会員、久保田会員、

　　　　　　田守会員、西尾会員、松橋会員、

　　　　　　慶徳会員

1 月 2 月の配偶者誕生日、結婚記念日は会社等へ配

達させていただきました。ニコニコボックスへのご

協力お願いします。

《第一回次年度準備理事会報告》慶徳次年度幹事

・次年度各委員会委員長、副委員長、各

委員について報告、各委員には後程連絡

します。

・成田ガバナーエレクトよりコロナで大

変な方の地区分担金免除をしたいとの提

案について説明、地区協議会で決定後に

改めて伝えます。

・次年度プログラムについて説明、コロナで会場に

集まれない場合もズーム等で例会は開催いたします。

・7 月の合同例会開催についてのアンケートに対して

当クラブでは現状では難しいと返答することとしま

した。

《上期会計報告 )小原会計

　本日レターボックスに上期の会計報告

が入っています。時間がないので説明は

省略させていただきますのでご覧くださ

い。一言だけ申し上げますと例年上期は

いろんな事業がありマイナスになるので

すが今回はコロナの関係もありかろうじ

てちょっとプラスになっています。

《社会奉仕委員会》橋本副委員長

　今日は久しぶりの通常の例会という

ことで盛りだくさんの報告があり幹事

さんにはそちらに時間を使っていただ

いて残された時間でお話しますと伝え

てありました。少しの時間ですけれど

もお話させていただきます。本来であ

れば社会奉仕委員会担当ということで外部の方に来

ていただいてお話をしていただくことも考えました

がコロナ禍の中で、また、時間の制約もあるもので

《4月本人誕生日》西尾会員

　4 月 14 日で 38 歳になり

ます。昨日息子二人が中学

校入学式と小学校入学式と

いうことで午前午後と行っ

て参りました。今後とも子

どもたちも一緒にお世話に

なりますのでよろしくお願いします。

《3月配偶者誕生日・結婚記念日》

《4月配偶者誕生日・結婚記念日》

《終了証伝達》西尾会長エレクト

　先月地区会長エレ

クト研修セミナーへ

行ってきて無事会長

になれそうかなと

思っています。先程

ガバナー月信へ載せ

た八戸南ロータリークラブの紹介という記事を書か

せていただいたものをお配りしましたけれども、次

年度は家族で楽しめるロータリー活動というテーマ

でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。

《委嘱状伝達》大橋会員 (次年度地区補助金委員 )

　長嶺会員のご指示

の下頑張っていきた

いと思います。よろ

しくお願いいたしま

す。

《米山感謝状伝達》長嶺会員 (マルチ 6)

《幹事報告》石橋幹事

・来週は通常例会です。長嶺規定審議・

戦略委員長担当例会になります。

・緑化祭りのお知らせ、一葉会新役員の

お知らせ、八戸市連合防犯協会から防犯



すから私の方から社会奉仕の残された年度の事業に

ついてご説明し皆様からご協力いただきたいと思い

ます。

　本年度の松田会長の方針は「親睦と奉仕」という

ことで行って参りましたがこのようなコロナ禍の中

で正常な活動はほとんど出来ないということで制限

されてきましたけれども、残された 2 か月半の中で

の社会奉仕の事業についてお願いをしたいと思いま

す。2 月 20 日によろず相談を行うことになっていま

したがこのような状況で 6 月 5 日に変更しておりま

す。このよろず相談は南ロータリークラブの 20 周年

記念の時に大澤会員の発案で始まっています。ご承

知のようにロータリークラブはいろんな業種の職業

から推薦された人で構成されている団体であります

ので弁護士の先生、会計士、税理士、お医者さん、

多くの専門職の方の集まりであります。このよろず

相談というのは、私はロータリークラブにとてもふ

さわしい事業であると自負しております。2、3 年前

ですかよろず相談の事をロータリーの友で紹介をし

ましたらほかの会員の方から素晴らしい事業をやっ

ているという感想文が寄せられたことがありました。

地区外でも見渡すとこのよろず相談のような事業を

しているところはありません。私は大澤会員の発案

から出たよろず相談というのは八戸南ロータリーに

とっても非常に大事な事業であると思って是非続け

て頂きたいと思います。実はいつも 2 月にやってい

ますまのでコロナ禍の問題で色々な方が大変苦労し

ていると思います。それでよろず相談について問い

合わせがあったようですので、今年は出来ないかな

と思っていましたが問い合わせがあり多くの方が期

待しているということなので 6 月 5 日にパークホテ

ルでコロナ対策をしっかりとって行うことになりま

した。石橋幹事から広報はちのへ、BeFMあるいはデー

リー東北などで紹介する予定と聞いております。ポ

スター、チラシも出来ていますので持ち帰り、お声

をかけて頂いて多くの方によろず相談を勧めていき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

　もう一つは5月1日に蕪島の清掃を行うことになっ

ています。これも社会奉仕委員会の事業の一つで青

少年と合同で八高のインターアクトの方と一緒にや

ることになっています。八高は昨日入学式が終わっ

たばかりで新しい年度に入り学校の方でどう対応す

るか決定しておりませんが出来ればインターアクト

の方にも参加していただき我々と一緒に清掃して成

功させたいと思います。八高のインターアクトクラ

ブは他のクラブが八高にインターアクトを作ろうと

思っても中々出来ませんでした、特に進学校という

ことで受け入れられなかったのです。八戸南ロータ

リークラブはこの地区で 4 番目にできたクラブであ

りますが 7 代目の会長の村井先生の時に八高にイン

ターアクトが出来ました。当時村井先生が八高の校

医さんをやっておられました。そして黒田先生も校

医をしていました。我々の会員の淡路栄一さんが

PTA 会長、不肖私が PTA 副会長をしていました。金

田先生のご子息が 3 年生と 1 年生に居りました。黒

田先生のお嬢さん、淡路さんのお嬢さん、林さんの

息子さん、私の娘もおりました。ですから校医の先

生がそろって PTA の会長がそろってしかも会員にな

るメンバーが 6、7 人おりましたので非常にスムーズ

にこの会が出来上がりました。八高のインターアク

トの子どもたちは年次大会とかいろんな会合でリー

ダーシップを発揮して活躍しています。八高でもボ

ランティアを奨励していますのでロータリーの方々

と一緒にボランティア活動をすることを非常に喜ん

でいます。クリスマスにお呼ばれすることなども喜

んでおりますのでこれらも大事に続けて頂きたいと

思います。時間が無くなりましたので終わりますが

残された今年度、松田年度も正規の例会はあと 7、8

回しか残っていないと思いますが是非残された時間

で親睦と奉仕を進めてこの年度を盛り上げていきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。
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