
《会長要件》西尾会長
　みなさん、こんにちは。12 月にな
りまして、雪もちらつき始め、冬到
来です。
　先月は、ロータリー財団月間でし
たので、吉田賢治ロータリー財団委
員長より財団についてのお話をして
いただきました。11 月 21 日に青森市

において地区財団セミナー兼補助金管理セミナーが
あり、源新直前ガバナーより認証バナーをいただき
ました。「年次基金への 1 人当たりの寄付額の上位 3
クラブ」に送られるもので、当クラブが地区ナンバー
ワンと表彰されました。みなさまのご寄付のおかげ
です。ありがとうございます。今年度も引き続き、
ご協力をお願いいたします。
　本日は、クラブ年次総会です。今年度が始まって
まだ半年も経っていないうちに次年度のお話をする
ということで、正直少し戸惑っているのですが、み
なさま、よろしくお願いいたします。

《本人誕生日》
《熊谷会員》

　すっかり忘れていました。
70 超えると忘れるんですね、
去年 70 になって今の 12 月で
71 になってしまいました。お
めでとうございますと言われ
ましたが本人の気持ちとして
はあまりお目出たくないなと

思いますが、体さえ元気であれば来年もどんどんゴル
フを楽しんで、皆さんと仲よくしていきたいと思って
いますのでよろしくお願いします。

《出貝会員》
　12 月 16 日で 43 歳になり
ます。年々太り気味で、お
腹周りに肉がついてきてい
るので、今ウォーキングを
していますが中々やせませ
ん。来年はもっとやせた姿

を見せられるように頑張っていきたいと思います。

《結婚記念日》

吉田賢治会員

《幹事報告》慶徳幹事
◦理事会報告
〇1 月のプログラム、1 月 6 日 ( 木 )
新年互礼例会、12 時 30 分蕪嶋神社、
1 月 13 日 ( 木 ) コミュニケーション
委員会担当例会、18 時 30 分パークホ
テル、1 月 20 日 ( 木 ) 職業奉仕委員
会担当例会、1 月 27 日 ( 木 ) ポール
ハリス追悼例会です。
〇次年度理事役員 (案 )について承認しました。
〇上期会計中間報告について承認しました。
〇12 月 23 日のクリスマス家族例会に橋本精二名誉
会員ご夫妻をご招待いたしました。当日の会費は中
学生以上 4,000 円、小学生 1,000 円、幼児無料です。
〇2 月 17 日の例会を例会変更してえんぶり鑑賞する
ことを承認しました。中村会員が所属している妻神
えんぶり組に来ていただきます。夜例会としてご家
族もご一緒に参加ください。会費はクリスマス例会
と同じです。
◦例会変更のお知らせ、八戸 RC 12 月 22 日 ( 水 ) 時
間変更、12 月 29 日 ( 水）任意休会、八戸東 RC 12
月 3 日 ( 金 ) 時間場所変更、12 月 17 日 ( 金 ) 時間
場所変更、12 月 31 日 ( 金 ) 任意休会です。

 

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 5 名を含む 23 名。出席率は 85.2％

です。

伊藤職業奉仕委員長
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予定である事を報告させていただきます。

《西尾会長》

　それでは年次総会について説明いたします。先ほ

ど申し上げた通り年次総会はクラブ細則第５条第１

節に書かれており、12 月の第１例会に行われ、この

年次総会において次年度の役員及び理事の選挙を行

わなければならないとあります。

　先日、指名委員会に選ばれた大橋会員、伊藤会員、

櫻田会員、橋本会員、中村会員の５名と、清川エレ

クト、私の７名で指名委員会を開き次々年度会長に

大橋さんを指名し、本日の理事会において承認され

ました。

　次々年度会長について皆様にお諮りいたします。

異議が無ければ拍手にてご承認ください。（拍手にて

承認）ありがとうございます。

　本日の理事会において次年度の理事役員案につい

て承認されましたので、清川エレクトより発表して

もらいます。

《清川会長エレクト》

　2022-23 年度八戸南ロータリークラブ理事役員案

について発表いたします。

 会長清川、直前会長西尾会員、会長エレクト大橋会

員、副会長石橋会員、出席・親睦活動委員長出貝会員、

コミュニケーション委員長・副ＳＡＡ中村会員、会

員増強委員長・SAA 吉田賢治会員、職業奉仕委員長

小原会員、社会奉仕委員長久保田会員、国際奉仕委

員長吉田立盛会員、青少年奉仕委員長橋本会員、ロー

タリー財団委員長松田会員、規定審議・戦略計画委

員長長嶺会員、幹事慶徳会員、会計・副幹事伊藤会員、

副会計熊谷会員です。

《西尾会長》

　ただいまの理事役員案について皆様にお諮りいた

します。異議が無ければ拍手にてご承認ください。（拍

手にて承認）ありがとうございます。それでは清川

エレクトお願いします。

《次年度理事・役員挨拶》肩書は次年度

《清川会長》

　改めて理事役員選出の件承認いた

だきましてありがとうございます。

また、頼りない会長の下、理事役員

を引き受けてくれた理事・役員の皆

さまに感謝申し上げます。本当に有

難うございました。体調等留意しな

ければならない方も最後は快く引き

受けてくださったことを誠に嬉しく思っています。

会員の皆様には私のわがままを承認していただき、

本当にありがとうございます。

　ロータリー情報ハンドブックには、ロータリー会

長の資格条件および任務の条項があります。これを

確認すると本来会長の器ではない私ですが、色々な

事が積み重なって会長という重責を負うことを決め

ました。心配してくださる方もおりましたが自分で

決めたことですから最後までやり通す覚悟です。こ

んな頼りない私ですので失敗も沢山あるかと思いま

◦ザロータリアン英語版が届いています。

◦今月のロータリレートは 1ドル 114 円です。

◦地区事務所より疾病予防と治療月間リソースの案内

が来ています。

◦23 日のクリスマス例会のプレゼント交換の品物は

ご家族でご参加の皆さんは複数個お願いします。で

きるだけ 16 日の例会までにホテルの木谷さんへ届け

てください。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長 : 本日のクラブ年次総会、みなさまよろし

　　　　くお願いいたします。

慶徳幹事 :年次総会、よろしくお願いいたします。

黒田会員 : 吉田立盛さん、スマホのトラブルを指導

　　　　していただきありがとうございます。

石橋会員 :クラブ年次総会。

松田会員 : 本日は年次総会です。会長と会長エレク

　　　　トよろしくお願いいたします。

清川会員 : 本日はクラブ年次総会です。皆様よろし

　　　　くお願いいたします。

本人誕生日 :熊谷会員、出貝会員

結婚記念日 :吉田賢治会員

《職業奉仕委員会》伊藤委員長

　第 28 回のよろず相談を 2 月 5 日 ( 土 )13 時から、

会場はパークホテルで行いますので、相談員の先生

含めて皆さんご協力お願いいたします。詳しいこと

は 1 月の担当例会で改めてお願い致しますけれども、

2 月 5 日の土曜日ということだけ頭に入れておいて

ください。

《クラブ年次総会》

《西尾会長》

　クラブ年次総会は、クラブ細則第 5 条第１節に書

かれてあります通り 12 月第１例会に開催され、年次

総会において次年度の役員及び理事の選挙を行わな

ければならないとあります。

　また、第４条第１節に本クラブの会合及び理事会

の会合において理事長を務め、その他通常の職に付

随する任務を行うことをもって会長の任務とすると

ありますので議長を務めさせていただきます。幹事

より本日の出席者数について発表をお願いします。

《慶徳幹事》

　それでは定足数の発表をいたします。クラブ細則

第１条の定義の４に書かれてあります通り、投票時

に出席していなければならない会員の最低人数、ク

ラブ決定の場合には本クラブの会員総数の 1/3 とあ

ります。本日の出席者は 22 名で会員の 1/3 を満たし

ておりますので年次総会は成立いたします。

《西尾会長》

　続きまして上半期会計報告をお願い致します。

《清川会計》

　2021-22 年度の上期中間報告といたしまして 11 月

現在の収支を報告させていただきます。( 収支報告 )

以上２０２１－２２年度の収支は問題なく行われる



すが、素晴らしい理事・役員の下で精一杯頑張って

まいりますので、どうか会員皆様にも叱咤激励をし

ていただき、皆さんと共に次年度は頑張っていきた

いと思います。

　どうぞ理事役員の皆さま、会員の皆様、お力添え

をお願い致します。

《西尾直前会長》

　直前会長ということで引き続き１

年間、清川会長を支えていけるよう

頑張りますのでよろしくお願いいた

します。

《大橋会長エレクト》

　ボケット過ごしてまいりました大

橋ですが、指名委員会選挙の結果を

見まして大変な事になったなと察し

ました。私は色々と経験もないもの

ですが、１年半後には会長をさせて

頂きます。西尾直前会長と清川会長

の大きな背中を見て、色々と勉強さ

せていただきます。至らない点、不甲斐ない点もあ

るかと思いますが、私を推薦してくれた方がいるん

だという事を自分に鼓舞して精一杯務めて行きたい

と思います。学びの場とか成長の場を皆さんに与え

て頂いたと思い、この機会を大切に過ごして会長エ

レクトの職を務めたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。

《石橋副会長》

　次年度副会長を仰せつかりました

石橋です、次年度は会長のアシスタ

ントとして、皆様にご協力願いなが

ら頑張っていきたいと思っています

ので、よろしくご協力の程お願いい

たします。

《出貝出席・親睦活動委員長》

  次年度出席・親睦活動委員長の出

貝と申します、よろしくお願いいた

します。ロータリーの会報を見直し

てみましたら昨年の 10 月１日に新会

員の挨拶をさせて頂き、１年ちょっ

と経ちますが中々活動に参加できず

にいました。コロナの関係もありま

したが次年度は積極的に活動に参加し、皆さんともっ

と親睦を深め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。

《中村コミュニケーション委員長・副 SAA》

 コミュニケーション委員会委員長を

仰せつかりました中村と申します。

正直な所どのような活動をすればよ

いか自分も把握できていないところ

がありますので、皆さんにお聞きし

ながら次の委員長も務めさせて頂け

ればと思います。副SAAも仰せつかっ

ておりますのでそちらも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。

《吉田賢治会員増強委員長・SAA》

 会員増強の委員長を仰せつかりまし

た吉田でございます。今年度の西村委

員長とパンフレットを作ったりして副

委員長として活動させて頂いています

が結果に結びついておりません。会合

とかが少ないので機会もあまりなく、

来年になれば色々な集まりに顔を出せ

るようになってくると思うので、今年作ったパンフ

レットを活用して会員増強に努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。中村副 SAA と

一緒に SAA を来年やらせていただきますのでよろし

くお願いいたします。

《小原職業奉仕委員長》

　職業奉仕委員長を拝命した小原で

ございます、４回目か５回目の職業

奉仕委員長だと思いますけど、私が、

至らない会長時代清川さんには幹事

としてすごく支えて頂きましたので、

極力清川会長に過度の負担がかから

ないよう協力していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

《久保田社会奉仕委員長》

　社会奉仕の久保田です、清川会長の

下、例年行われている各事業を実践し

て参りたいと思いますが、コロナとか

の情勢を見ながら進めたいと思いま

す。どうぞご協力よろしくお願いいた

します。

《吉田立盛国際奉仕委員長》

 　韓国イコール吉田になって、２回

目か３回目になります。コロナの影響

で来年韓国へ行けるかどうかわかりま

せんし、先日の西尾会長のメッセージ

に対する反応もないままなので不安

いっぱいですが、なんとか国際交流は

続けていきたいと思っていますので、

皆さんこぞって韓国へ行きましょう、よろしくお願

いいたします。

《橋本青少年奉仕委員長》欠席

《松田ロータリー財団委員長》

　ロータリー財団の委員長を拝命し

た松田です、先ほどの会議の時にも

ちょっとお話したのですが、会長を

務めていたときに色々と体の悪いと

ころがありまして今もあまり良くあ

りませんが、仕事の面も今迄始まっ

て以来の仕事ぶりになっていてどこ

まで行くのか分からないまま突っ走っているところ



しての活動もよろしくお願い致します。

《熊谷副会計》

  副会計を仰せつかった熊谷です。

伊藤さんが本会計にいらっしゃるの

で私の出番はほとんどないと思いま

すけれども、ピンチヒッターでやる

こともあるのかなと思っています。

よろしくお願いします。

《清川会長》

　皆様ありがとうございました。私初め体調万全で

ない方もいらっしゃいます、私も色々とありまして

網膜剥離、胃のポリープ、心筋梗塞と色々病気しま

したが、色々とありましてこういう形にさせて頂き

ましたので、皆さんのお力添えを頂いて、なんとか

会長職を務めたいと思いますので、どうぞ皆さん、

よろしくお願いいたします。

《西尾会長》

　清川エレクト、どうもありがとう

ございました。自分がロータリーに

入り、会長をやらせていただいて、

初めての体験を色々とさせていただ

きました。今日も現会長として次年

度の体制、役員が決まり、次年度に

向けて頑張りましょうという中で、

例えば自分が会社の社長で次の後任を決めて、では

あと半年自分は何をしたらいいのかという気持ちが

ちょっとわかった気がしたので、次につなぐという

年齢では全然なかったので今迄想像もしておりませ

んでしたが、あと残り半年、自分なりに頑張ってい

けたらなと改めて思いました。まだ半年以上残って

いますので、それまでは一応会長は西尾だよという

ことを忘れないでいただければなと思っております。

です。その中でお引き受けした以上は、分からない

ところは又皆様に教えて頂いて一緒に頑張っていき

たいと思います。副をやっていただく熊谷さんお願

いしますよ、皆さんも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、留年し

まして次年度もやることになりました

のでよろしくお願いします。次年度は

クラブ定款細則の改定年度になります

ので、皆さんと意見交換をしながら良

いものを作っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

《慶徳幹事》

　諸事情ございまして２年連続幹事

をやらせていただく慶徳です。来年

も飽きずにお付き合いいただければ

助かります。各委員会の皆様並びに

理事役員の皆さまと色々とコミュニ

ケーションをとりながら、次年度清

川会長を支えてまいりたいと思いま

すので、何卒よろしくお願いいたします。

《伊藤会計・副幹事》

　次年度会計を仰せつかりました伊

藤です、会計も何度目かになります

けれども、去年今年と会員減少で大

変な年度ですが、コロナの影響であ

まり活動が出来ずに会計的には何と

かなっているかと思います。次年度

コロナがどうなるかわかりませんが

色々な活動をするためには、今の会員数ではとても

厳しいですので、皆様会員増強よろしくお願いしま

す。大橋年度の幹事として、たぶん新記録です、４

回目の幹事をやることになると思います。副幹事と
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