
《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは。生まれて

はじめての会長要件であり、会長と

いう重責を感じています。今年度は、

7 月 1 日の例会から来年 6 月 30 日

の最終例会まで、1 年まるごとロー

タリーですので、よろしくお願いいたします。まず、

座席配置について感染症対策のため、ソーシャルディ

スタンスを確保する配置にし、そして、委員会ごと

の座席で用意させていただきました。新年度を迎え

るにあたって 1 番心配していたことは、この会長要

件です。いったい何を話したらよいのかと。悩んだ末、

先輩方に学ぼうと八戸南ロータリークラブのホーム

ページを見ました。この中に、会報のアーカイブ、

過去の会報が掲載されています。年度初めの例会で、

歴代の会長が何を語っていたかをじっくり読ませて

いただきました。また、会報を読みますと、これま

での例会、自分が入会する前の例会を追体験するこ

とができ、新しい発見がたくさんありました。会報

という記録に感動していました。

　そう考えて、今度はその記録に残ってしまうんだ

というプレッシャーを感じているのですが、まずは

改めて自己紹介から。昭和 58 年 4 月生まれの 38 歳。

埼玉県出身。吉田立盛会長年度に入会しまして、今

年度は 6 年目です。ロータリークラブに入会してか

らさまざまな人との出会いが自分自身の成長につな

がりました。この5年間、様々な行事に家族で参加し、

家族ともども多くの学びと成長の機会を得ることが

できました。そこで、今年度の方針を「家族で楽し

めるロータリー活動をしよう」としました。今年度

RI 会長であるシェカール・メータ氏が掲げる RI テー

マは「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため

に」です。また、第 2830 地区、成田秀治ガバナーが

掲げる地区スローガンは「ロータリーライフを楽し

もう」です。充実したロータリー活動は、充実したファ

ミリーライフ、充実した人生につながるものと考え、

家族で楽しめ、家族の絆を感じられるロータリー活

動をしていきたいと思います。みなさま、1 年間よ

ろしくお願いいたします。　

《本人誕生日》

《久保田会員》

　誕生日を祝っていただける

のはロータリーだけです。実

は忘れていました、年齢は発

表できません、20 年生まれで

すよろしくお願いします。

《長嶺会員》

　7 月 7 日でちょうど大台に

乗ります、あと一週間ですけ

れども、私は毎年言っている

ように 110 歳まで生きますの

で後 40 年くらい人生を楽しも

うと思っているので、今も毎

朝 4 時に起きて 1 時間位、6

㎞歩いています。暑かろうが寒かろうが年中続けて

います。毎朝目が覚めると今日はどんな人と出会え

るんだろうか、どんな素晴らしいことが起きるんだ

ろうかと楽しくてしょうがありません。こんな私は

変でしょうか ?どうもありがとうございました。

《清川会員》

　50 代最後の年になりました

ので今年 1 年最後の 50 代を楽

しんでいきます、皆さんよろ

しくお願いします。

 

2021-22年度ＲＩのテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
ＲＩ会長　シェカール・メータ（ＳＥＲＶＥ ＴＯ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ）

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　成田　秀治   ● 会長　西尾　和樹  ● 幹事　慶徳　拓也  ●コミュニケーション委員長　吉田　立盛

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

《出席報告》中村委員長
　正会員数 31 名。本日の出席は

免除会員 7 名を含む 22 名。出席

率は 75.9％です。

伊藤職業奉仕委員長

第 2178 回 例 会 記 録
《会長・理事役員挨拶》

（クラブ協議会）
2021 年 7 月 1 日（木）

点鐘　12：30　レポート No.1610
西尾会長初めての点鐘



〇7 月 5 日のサクランボ狩りに親睦補助費として

5,000 円の支出を承認しました。

・上期会費の請求書をレターボックスに入れてあり

ます。

・国際ロータリー日本事務局より在宅勤務延長のお

知らせが来ています。

・レターボックスに 2830 地区テレビコマーシャルの

予定表を入れています、八戸南 RC は 1 回目が 7 月 8

日夜遅くです。予定のご確認をお願いいたします。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長 : 新年度スタートです、み

　　　　なさま 1 年間どうぞよろし

　　　　くお願いいたします。

慶徳幹事 : 今日から 1 年間よろしく

　　　　お願いします。

黒田会員 :西尾会長年度、若さを発揮してください。

石橋会員 : 西尾会長、慶徳幹事、理事役員の皆さま

　　　　今年度頑張って下さい。写真ありがとうご

　　　　ざいました。

赤穂会員 : 西尾会長、慶徳幹事、1 年間よろしくお

　　　　願いします。

小原会員 :西尾年度の門出をお祝いします。

長嶺会員 :西尾年度おめでとうございます。

熊谷会員 :西尾会長、慶徳幹事にエールを !!

米内会員 :西尾年度出港おめでとうございます。

伊藤会員 :西尾年度スタートおめでとうございます。

松田会員 : 西尾会長、慶徳幹事、1 年間よろしくお

　　　　願いします。

清川会員 :みなさん 1年間よろしくお願い致します。

西村会員 :祝 !西尾丸出航。

大橋会員 :1 年後、もう 1 年やりたいなと思うように

　　　　キタイします。

松橋会員 : 今日から新年度ですね、西尾会長、慶徳

　　　　幹事、よろしくお願い致します。頑張って

　　　　ください。

中村会員 :みなさま 1年間よろしくお願いします。

《クラブ協議会》西尾会長

　本日はクラブ協議会です。今年度の理事・役員の

方々に挨拶をしていただきます。会長挨拶は先程申

し上げましたので、直前会長にお願いいたします。

《松田直前会長》

　1 年間本当にありがとうございま

した。お陰様でこの年になって良い

勉強になりましたし又、これから若

い人たちが頑張っていくと思います

ので西尾会長、慶徳幹事、皆さんの

応援をもってクラブを運営していただきたいと思い

ます。西尾さんのお話の中には必ず私の好きな友情

まで親睦を深めていくという話が出てきます。私も

それでやってきたつもりですが、中々今回のコロナ

禍でやりたいことが出来ませんでした。若い人たち

が思い切ってできるよう皆さんにお願い致します。

《松橋会員》

　7 月 4 日で 53 になります、

先日南風会ゴルフ、下手なん

ですけれども回らせていただ

いて一緒に回ったのが下田さ

んと田名部秀美さんで、田名

部さんは 83 歳だそうですが私

より元気に走ってカートに

乗ったりしていて、これは負けてはいられないなと

これから体力を鍛えようと思っていましたのでよろ

しくお願いします。

《櫻田会員》

　今年で 54 歳になります、松

橋さんも言っていましたけれ

ど私も体力が落ちてきたので

先月から私は既に散歩を始め

ています。長嶺さんと同じで

1 日 1 時間散歩しています。

ただ私は夜。夜、蕪島迄ゆっ

くり歩いています。そのうち夜の警らとかに声をか

けられなければいいなと思っています。

《結婚記念日》

中村会員

《幹事報告》慶徳幹事

　本日より 1 年間幹事を務めさせて

いただく慶徳です、よろしくお願い

いたします。

・理事会報告

〇8 月のプログラム、8 月 5 日、会

員増強委員会担当例会、8 月 12 日、祝日の週につき

休会、8 月 19 日、早朝例会、6 時 25 分までに長者山

集合、8 月 26 日、納涼家族例会、18 時 30 分パーク

ホテル、会費は会員、家族共に 4,000 円、小学生

1,000 円、幼児無料、新会員候補の方並びに事業所

の後継者の方がいらっしゃればお誘いあわせの上ご

参加ください、会費は無料です。

〇橋本精二名誉会員より頂いた御芳志でクラブのパ

ソコンを購入することといたしました。

〇新会員候補者、日陰さんについてご異議のある方

は１週間以内に幹事まで書面で申し出てください。

〇八戸市を緑にする会への協賛は昨年と同じくニコ

ニコより 5,000 円支出することといたしました。

〇三浦晃さんからの退会届は持ち回り理事会で承認

しており 6月 30 日で退会されました。

〇今年度より出席 100％の会員への記念品は無くな

りましたが代わりに在籍 10 年ごとに記念品を贈るこ

ととしました。出席 100％につきましても 10 年刻み

で記念品を贈ります。



《慶徳会長エレクト・幹事》

　改めて今年一年よろしくお願いい

たします。会長エレクトとしてお話

させていただきますがエレクトとい

う立場ではありますが幹事メインで

活動させて頂く形になるかと思いま

す。エレクトとしては西尾会長のすぐそばで今年一

年組まさせていただきますので一挙手一投足を来年

に繋げるために盗んでいきたいと思います。幹事と

しましてはクラブの円滑な運営を第一に考えて 1 年

間通していきたいと思いますので、皆さん何卒ご協

力をお願いいたします。

《熊谷副会長》

　先週も申し上げましたが大澤さん

のすぐあとということでプレッ

シャーが大きいですけれども、せい

ぜい頑張って裏方を務めさせて頂き

たいと思います。この間の日曜日ド

ライブがてら蕪島に行ってきましたが蕪島のトイレ

には八戸南ロータリークラブと大きな字で書いてあ

ります。八戸南ロータリークラブは何て良いクラブ

なんだろうと誇りをもって裏方を務めさせていただ

きます。

《中村出席・親睦活動委員長》

　出席・親睦活動委員会委員長の中

村です。初めての委員長ですので至

らないところなどあると思いますの

でご指導ご指摘していただけると助

かります。たまにはお褒めの言葉も

頂きたいです。ご協力の程よろしくお願いします。

《吉田立盛コミュニケーション委員長》

　コミュニケーション委員長の吉田

です。写真を撮るのがこんなに大変

だとは思いませんでした。今年は My 

Rotary の活用の仕方とかクラブの

ICT 化を進めていければと考えてお

ります、よろしくお願いします。

《西村会員増強委員長》

　会員増強委員会の西村です。 先週

皆さんにご紹介したパンフレットで

すが今週までにご意見があればとお

話したところ沢山ご意見をいただい

て大変良いものが出来上がりつつあ

ります。今日迄ご意見を伺いたいと思っていますの

でよろしくお願いします。会員増強委員会は、2、3

年前までは会員 40 名を目指すと言っていたのが遠く

なって現在の会員は 31 名ということです。会員増強

委員会だけでは何も出来ませんので、皆さん一人一

人のお力を貸していただければと思っていますので

よろしくお願いします。

《伊藤職業奉仕委員長・副会計》

　職業奉仕委員長を仰せつかった伊藤です。職業奉

仕委員長をお受けするときに楽しみ

ですと挨拶いたしました。楽しんで

1 年間頑張っていきたいと思ってい

ます。橋本修前委員長が職場訪問が

出来なかったのがとても残念だと

おっしゃっておられましたので今年度は何とかやり

たいと思っています。今のところ来年の 5 月頃に山

形さんの地ビール工場を見学したいと考えています

ので楽しみにしていてください。副会計としては清

川会計のお手伝いをしながら頑張っていきたいと

思っていますのでよろしくお願いいたします。

《大澤国際奉仕委員長》

　何回目になるか分からない国際奉

仕委員長です。今年度は姉妹クラブ

との再調印式が控えています。今の

情勢から言えば今回は韓国での再調

印ですが訪問するのは難しいのでは

ないかと思っていますが準備だけはしておきたいと

思います。もし訪問できないときは別な交流の仕方、

オンラインとかを使ってできるだけ交流を図って行

きたいと思います。米山奨学会につきましては担当

の副委員長さんにお任せして、少しでも皆さんの理

解を深めるような活動を考えていきたいと思います。

《久保田青少年奉仕委員長》

　インターアクトの年次大会もオン

ラインになると既に通知されていま

す。八高インターアクトとの交流に

ついても前途ある高校生諸君の感染

予防に十分配慮したうえで行動しな

ければならないと思っております、学校側と話をし

ながら無理をしないで出来る限りの事はやっていき

たいと思っています、どうぞよろしくお願いします。

《吉田賢治 R財団委員長・副ＳＡＡ》

　ロータリー財団の委員長を仰せつ

かった吉田です、今年度よろしくお

願いします。地区のセミナーがあっ

たら出席し、伊藤前委員長が財団に

ついての説明をされていましたが私

も色々と調べ皆さんに財団への理解を深めて頂ける

ような資料を作り、理解を深めて頂けるよう頑張り

ますのでよろしくお願いします。

《長嶺規定審議・戦略計画委員長》

　規定審議・戦略計画委員会の長嶺

です。来年の秋に規定審議会が開か

れますのでそのあたりの情報提供と

か戦略計画では主なテーマが会員増

強になると思いますが委員会を開い

て皆さんと検討しながら情報提供していきたいと思

いますので 1年間よろしくお願いいたします。

《清川会計・副幹事》

　会計並びに副幹事を仰せつかりました清川です。

昨日 NHK の BS で上杉鷹山を取り上げた米沢藩の 1 時



りませんが私が思い浮かべるのは荒

野の用心棒であれがＳＡＡなのかな

と、調べたところ会場監督という意

味らしいです、会合を取り仕切るＳ

ＡＡという立場ですので 1 年間よろ

しくお願いいたします。

《西尾会長》

　  理事・役員の皆様から抱負、計画をお話してい

ただきました。皆様の力をお借りして 1 年間頑張っ

てまいります。

間番組がありたまたまチャンネルを

回したらやっていたので見入ってし

まいました。予算案を組み替えなが

ら良い予算案を作りたいと頑張って

いるところですので皆様の協力をい

ただきたいと思います。My Rotary で会計研修の終

了書をいただきましたことをご報告させていただき

ます。

《大橋ＳＡＡ》

　今年度ＳＡＡの大橋です。ＳＡＡとは何かよくわか
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