
《会長要件》松田会長

　例会に来る時に会社の方は凄い雨で

したがこちらはこの通り晴れていて皆

さんの心がけが良いからかと思います。

お陰様を持ちましてこの 1 年間、今日

を持ちまして終わることが出来ます。

次年度は新しい若い会長の下で、是非、

良い南ロータリークラブを作っていただければと思

います。私の年度はコロナ禍で出来なかったことが

沢山ありました。本来であればあそこへ行きたい、

こうしたいとかということがありましたがそれは出

来なかった、特に私の一番好きな親睦、その中から

友情が生まれるというのが私の考え方でした。是非

それを次の会長も続けて頂いて、松田の時よりももっ

と良くなったと言われるような八戸南ロータリーク

ラブの第 47 代の会長になっていただきたいと思いま

す。今日は石橋幹事がどうしても外せない用事があ

りましてバッヂの伝達は次年度会長と幹事のお二人

に私の方から伝達いたしますのでよろしくお願いい

たします

《結婚記念日》

長嶺会員　　　　清川会員

《幹事報告》慶徳副幹事

・例会変更のお知らせ、八戸西 RC、例

会を再開しております、ただしメー

キャップは受け付けておりませんとい

うことです。三戸 RC は来年度より例会

日を水曜日に変更するとの連絡が来て

います、時間、場所の変更はありません。

・ハイライト米山が届いています。

・事務局より、電話の切替工事のため青霞堂の FAX

が 6 月 28 日、29 日はつながらないかもしれないの

で来週の連絡はクラブの FAX でお願いします。

・先日のよろず相談の記事がデーリー東北と民友新

聞に掲載されました。

・7月3日のサクランボ狩りの出欠を回覧しています。

《ニコニコボックス》慶徳委員

松田会長 :1 年間ありがとうございまし

　　　　た。

石橋幹事 : コロナ禍の中、さほど役に立

　　　　ちませんでしたけど、皆様のご

　　　　協力により無事幹事を務めるこ

　　　　とが出来ました。皆様のご協力

　　　　に感謝いたします。

橋本精二会員 : 慰労例会で夫婦そろって立派な花束

　　　　をいただき本当にありがとうございました、

　　　　大変お世話になりました。西尾会長、慶徳

　　　　幹事、皆様の活躍をお祈りします。

黒田会員 : 松田会長さんをはじめ理事会メンバーの

　　　　皆様、ご苦労様でした。

赤穂会員 : 松田会長、石橋幹事、1 年間お疲れさま

　　　　でした、ありがとうございました。

小原会員 : 松田会長、石橋幹事、1 年間お疲れさま

　　　　でした。

長嶺会員 :松田年度、ありがとうございました。

米内会員 :バッヂ無事に伝達おめでとうございます。

伊藤会員 : 松田会長、石橋幹事、理事役員の皆さま

　　　　お疲れさまでした。橋本精二さん、46 年間

　　　　ありがとうございました。

清川会員 : 会長、幹事、皆さんコロナ禍の中、1 年

　　　　間お疲れさまでした。

吉田立盛会員 : 松田会長、石橋幹事、一年間お疲れ

　　　　さまでした。

西尾会員 : 松田会長、石橋幹事、1 年間お疲れさま

　　　　でした。

 

2020-21 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
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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/

　正会員数 35 名。本日の出席は免除

会員 8 名を含む 25 名。出席率は

73.5％です。

《出席報告》松橋委員長

第 2177 回 例 会 記 録
《新旧バッヂ伝達式》
2021 年 6月 24 日（木）

点鐘　12：30　　
レポート No.1609

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
橋本修職業奉仕委員長熊谷ＳＡＡ



《松田会長》

　これで私も肩の荷が下りると勝手なこ

とを申しますけれども、素晴らしい次の

会長、幹事がいらっしゃいますので安心

しております。楽しく、ここへ来たいな

と思うようなロータリークラブを作って

いただきたいと思います。よろしくお願

いします。

《大澤副会長》

　皆さん、一年間ご協力ありがとうご

ざいました。今年度は副会長の出番が

ちょっと多かったという感じがしてお

ります。ということは十分に仕事をし

たということなんですが、来年度も楽

しい南ロータリークラブになるよう皆

さんご協力をお願いします。どうもありがとうござ

いました。

《西尾エレクト》

　バッヂを伝達していただいて来週から

47 代目の会長になれるのかなということ

でワクワクしています。サクランボ狩り

も早速企画していただいてありがとうご

ざいます。配偶者の方、お子様、お孫さん、

職場の方、友達と色々お誘いあわせの上

参加してもらいたいと思いますし、今回都合が悪く

ても次年度はいろいろとやっていきたいと思います

ので、事あるごとに参加していただければと思いま

す。よろしくお願いします。

《慶徳次年度幹事》

　バッヂを受けまして大変緊張しており

ます。先程まではさほど緊張感がなかっ

たのですが、実際に松田会長からバッヂ

をつけて頂いて身が引き締まった思いが

しております。西尾年度始まりますので、

幹事として 1 年間足を引っ張らないよう

に、皆さんのご協力をいただきながら何とかやって

いきたいと思っていますので、何卒よろしくお願い

いたします。

《熊谷次年度副会長》

　大澤副会長の後を継ぐということで非

常にプレッシャーが大きいですけれど

も、西尾年度は今年度より出番が少ない

と思いますが陰で精一杯仕事をさせて頂

きたいと思います。皆様のご協力をお願

いいたします。

《会員増強委員会》米内委員長

　会員増強委員会は石橋幹事はじめ皆さ

んのご協力をいただいていて、肝心の委

員長の私が全然紹介出来ないでいたので

すが、最後のギリギリ今になって、今日

ようやく一人ご紹介することが出来て何

かホッとしたところもあります。次年度

もどうか西村委員長さんに向けてご協力をいただけ

松橋会員 : 松田会長、石橋幹事、今年度お疲れさま

でした。次年度、西尾会長、慶徳幹事、よろしくお

願いいたします。私事で大変恐縮でございますが、

6/16 に専務取締役に就任致しました。これからも私

をはじめ、八戸パークホテルを何卒よろしくお願い

申し上げます。

橋本修会員 : 松田会長、石橋さん、一年間お疲れさ

までした。

《会員増強委員会》西村次年度委員長

　皆さんのレターボックスにこういうパ

ンフレットが入っていると思いますので

ご覧ください。これは歴代の会員増強委

員会からの申し送りで、新規会員募集の

時に使う当クラブの紹介パンフレットの

原案でございます。これまであったもの

は非常に格調高い感じで会員募集に使うにはハード

ルが高いのではないかというご意見が前々からござ

いまして、親しみやすいものにということで作った

原案でございます。あくまでもたたき台ですので文

言とか写真とかをもっとこうしたらいいのではない

かというご意見がおありになると思いますので次回

の例会までに私に直接でも良いですし、事務局にで

もよろしいのでご意見をお寄せください。そこで新

しいものを作っていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

《南風会からのお知らせ》伊藤会員

　南風会からのお知らせですがゴルフで

はありません。西尾年度最初の親睦活動

として来週土曜日、7 月 3 日にサクラン

ボ狩りを企画しております、皆様に回覧

しておりますが出来れば日曜日にやりた

かったのですがバーベキューハウスの予

約が日曜日はいっぱいで取れずやむなく土曜日に

なってしまいました。皆様お忙しいでしょうけれど

都合のつく方は是非参加していただきたいと思いま

す。

《新旧バッヂ伝達》

松田会長から　　松田会長から　　大澤副会長から

西尾エレクト　  慶徳副幹事　　  熊谷次年度副会長



ればと思います。1年間中々役に立たない委員長だっ

たことお詫び申し上げて終わりたいと思います。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

　国際奉仕委員会の吉田です、一年間あ

りがとうございました。国際奉仕委員会

は米山と国際交流と二つなんですけれど

も米山に今年度も沢山の皆さんからご寄

付をいただき有難うございました。国際

交流は 11 回の調印を重ねて 34 年、毎年

韓国と日本と行き来をし交流をしてきた国際奉仕

だったのですけれども、今年は全世界的な未曾有の

ウイルスの感染拡大ということで初めて韓国との行

き来がお互いにできませんでした。松田会長が事務

局の赤穂さんが韓国語を習っているのでその指導の

下流ちょうな韓国語で動画のメッセージを記念式典

に合わせて送り交流が途切れないようにいたしまし

た。3 日後に動画のメッセージを見た李 東均さんか

ら喜びの電話が来ました。ムービー見たよ素晴らし

いメッセージ、みんな喜んで拍手してましたという

ことで、松田会長の人柄も伝わったハングルでの挨

拶でした。交流は続いていると思いますので、次年

度大澤委員長さんは是非交流を、まだ行けるかどう

かは微妙な所だとは思いますが交流が途切れないよ

うにしていただければと思います、よろしくお願い

いたします。

《松田会長最後の点鐘》
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