
《会長要件》西尾会長

　みなさん、こんにちは、今年度最

終月の 6月になりました。

　6 月の頭に、南グループ各クラブ

の現年度会長・幹事、次年度会長・

幹事の合同会議が行われました。今

年度は、南グループとしての合同行

事の開催はできず、他クラブのみな

さんからも今年は、なかなか活動ができなかったけ

れども、次年度こそは、クラブ間の交流も頻繁に行

いたいですね、というお話がありました。

　次年度のスタートが目の前に迫っています。清川

会長エレクトも日々忙しく準備されています。

　先週は、クラブの現次年度合同理事役員会があり

ました。今日の例会では、各委員長より、1 年間の

報告をしていただきます。よろしくお願いします。

《本人誕生日》黒田会員

　6 月 1日で 84 歳になりました。

ロータリーの活動では、ロータ

リー日本財団の副理事長として、

奨学生を選ぶ最終段階を担当し

ています。今年だけで 20 名を選

びました。やっと 8 月には退任し

ます。それからは、ゆっくりしたいと思います。よろしく

お願いします。

《本人誕生日・配偶者誕生日》大澤会員

　昨日 16 日が誕生日でして満 74

歳になりました。今年の3月30日

に右ひざの手術を受けまして、長

年悩まされていた痛みも取れま

した。膝の関節のほとんどを切り

取りまして人工関節を埋め込みま

した。人工関節の耐用年数は、聞くところによると25 年

だそうで、耐用年数迄生きれば 99 歳になります。とりあ

えずはそれを目標にしてやっていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

《配偶者誕生日・結婚記念日》長嶺会員

　奥さんの誕生祝と結婚記念祝

どうもありがとうございました。

今月で結婚 40 年になりました。

独身時代より結婚生活の方が長

い年齢になりまして、金婚式と

か銀婚式とか言いますけれども

40年はなんというかご存知ですか、ルビー婚式と言うそ

うです。それで 40 年もたったので家内にルビーの指輪

かネックレスでも買ってやろうかと言ったら、私そんな

の要らないと言うので、ルビーが嫌だったらダイヤか真

珠はどうだと言ったら、それもいらない。良く出来た奥

さんで宝石はほとんど欲しがりませんで、今までで買っ

たのは婚約指輪と結婚指輪くらいのものです。本当に宝

石に興味のない人で助かっています。それではパークで

食事でもしようかと、それもいらないわと言われたらど

うしようかと思いましたが、それなら良いということで

したので、パークの松浦さんに電話して、彼女と二人で

一部屋準備できますかと言ったら、私の話の仕方がまず

かったようで、お泊りですかと、泊ってもいいんですけ

れども、今更夫婦でホテルに泊まってもあれですから食

事だけということで、来週の土曜日食事することになり

ました。どうもありがとうございました。

《配偶者誕生日》
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《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 6 名を含む 20 名。出席率は 71.4％

です。
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２）みんなに公平か
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４）みんなのためになるか どうか 伊藤職業奉仕委員長



き受けても良いということでした。西尾会長にお願

いしてもよろしいでしょうか ( 承認 ) 有難うござい

ます。

《ロータリー財団委員会》石橋副委員長

　伊藤会員よりポリオへ沢山の寄付

を頂きました。ありがとうございま

した。

《国際奉仕委員会》米山担当小原副委員長

　米山担当の小原です、本日国際奉

仕委員長の大澤会員から米山に寄付

を頂きました。ありがとうございま

した。

《各委員会報告》慶徳幹事

　今年度の各委員会の活動報告をしていただきたい

と思います。順次読み上げさせていただきますので、

前の方へご登壇いただき発表していただきたいと思

います。まずは出席・親睦活動委員会、中村委員長

お願いいたします。

《出席・親睦活動委員会》中村委員長

　出席・親睦活動委員会委員長中村

です。委員会活動報告をさせて頂き

ます。コロナ禍の厳しい状況の中、

オンライン出席をしていただいた方

もいらっしゃったので、出席率 100％

とはいきませんでしたが、ある程度

の出席率を確保出来ました。活動計

画書では出席率 100％で在席 10 年ごとの会員に記念

品を贈呈となっていましたが、出席にかかわらずク

ラブ在籍年数 10 年、20 年、30 年と 10 年刻みで記念

品を贈呈いたします。今年度は該当する方が 3 名い

らっしゃいました。家族で楽しめるロータリーとし

ておりましたが、コロナ禍の中家族例会、スポーツ

例会が中々思うように出来ず、その中でもクリスマ

ス家族例会、初夏のスポーツ例会が出来、少しでも

親睦を深めることが出来ました。

《コミュニケーション委員会》吉田立盛委員長

　コミュニケーション委員会の吉田

です。当委員会ではクラブの奉仕活

動のメディア、新聞等へのプレリリー

ス、蕪島清掃やよろず相談などを新

聞等で取り上げて頂いて、公共イメー

ジの向上に繋げる活動をしました。

又、マイロータリーの登録では当ク

ラブは依然として高水準を維持していますので、次

年度に引き継いでいければと思っています。

《会員増強委員会》西村委員長

　こんにちは、会員純増を目指すと始めた年度でし

たけれど、増えもせず、減りもせずという 1 年間で

した。会員 31 名でスタートして現在も 31 名という

《結婚記念日》清川会員

　平成 3 年 6 月 9 日に結婚式

を挙げまして今年で 31 年にな

ります。まだもう少し、40 年

までは程遠いですが

　何とかそこまで行けるよう

に頑張りたいなと思います。

どうもありがとうございました。

《幹事報告》慶徳幹事

◦先週行われた現・次年度の理事会報

告です。

〇7 月のプログラム、7 月 7 日 ( 木 )

会長・役員挨拶、7 月 14 日 ( 木 ) 各

委員長並びに理事挨拶、7月21日(木)

前年度決算報告並びに今年度予算審

議、7 月 28 日 ( 木 ) は 26 日 ( 火 ) に

例会変更して南グループ合同例会、18 時 30 分八戸

プラザホテルです。

◦今日の例会終了後各委員会の引継ぎを行います。場

所は例会場、ロビー、ラウンジでお願いします。

◦今月のロータリーレートは 1ドル 127 円です。

◦ザ・ロータリー英語版、ハイライト米山、長生園だ

よりが届いています。

◦例会変更のお知らせ、八戸北 RC 6 月 28 日 ( 火 ) 時

間変更です。

《ニコニコボックス》米内副委員長

西尾会長 : 委員長のみなさま、年度

　　　　末報告よろしくお願いしま

　　　　す。

慶徳幹事 : 各委員長の皆さん、本日

　　　　はよろしくお願いします。

伊藤会員 : 赤穂さん、写真ありがと

　　　　うございました。

清川会員 :写真ありがとうございます。

吉田立盛会員 :赤穂さん写真ありがとうございます。

中村会員 :赤穂さん写真ありがとうございます。

本人誕生日 :黒田会員、大澤会員

配偶者誕生日 :大澤会員、長嶺会員、伊藤会員

結婚記念日 :長嶺会員、清川会員

《報告事項》清川会長エレクト

　先程会長からもお話がありました

が、新旧会長・幹事会で合同事業が

決まりました。先程幹事から報告が

あった通り 7 月 26 日に合同例会を行

う予定です。詳しい内容は連絡があ

り次第皆さんにお知らせします。南

グループIMは2月11日(土)に決まっ

ております、会場はプラザホテルです。次年度の築

館ガバナーエレクトより依頼されていた南グループ

のガバナー補佐は、皆様に FAX でお諮りしたところ

自薦はありませんでしたが 2 名の方から吉田賢治さ

んを推薦するとの連絡がありました。吉田賢治さん

にお願いしてもよろしいでしょうか ( 承認 ) ありが

とうございました。地区幹事については希望者がお

りませんでしたので西尾会長にお願いしたところ引



ことで何もできませんでしたが、個

人的には数名の方に声をかけました

けれども具体的な成果はまだ出てお

りません。ただ、退会する会員がな

かったということは、皆さんのご尽

力の賜物と思っていますけれども、

これは良かったなと、ほっと胸をな

でおろしています。

《職業奉仕委員会》伊藤委員長

　職業奉仕委員会の伊藤です、今年

度は 3 つの目標を掲げてスタートし

ました。一つ目の第28回よろず相談、

これに関してはコロナの関係で開催

が危ぶまれましたが、当初予定を延

期して 5 月 21 日に皆様の御協力の下

開くことが出来ました。二つ目の職

場訪問の実施については、コロナの影響で例会日程

の変更などの関係もあり出来ませんでした。三つ目

の４つのテスト、４つの反省の唱和に関しても、例

会が変則になりしっかりできたかどうかはわかりま

せんけれど、何とか出来たのかなと思っています。

出貝副委員長初め委員の皆様の御協力で１年間無事

終えることが出来ました。

《国際奉仕委員会》大澤委員長

　国際奉仕委員会では二つほど活動

の予定を立てていました。一つは姉

妹クラブ締結再調印式、これは今回

は私共が出向く番になっていまし

て、南浦項ロータリークラブの創立

39 年の例会に合わせて行きましょう

ということで予定しておりました

が、コロナが中々沈静化しないということで行くこ

とが出来ませんでした。西尾会長から聞きましたら

いつ開くかは相手の返事を待っている、調整中とい

うことだそうです。今年度はもう不可能ですから、

来年度は南浦項ロータリークラブの創立 40 周年記念

式典が開かれる、開かれればかなり盛大な式になる

と思いますので、一つの事業として実現できれば幸

いだなと思っております。もう一つは米山奨学会の

関係で、これは毎回言っていることですけれど、米

山奨学会に対する理解を深めるということを実行し

ました。小原副委員長のお陰でそれは達成できたの

かなと思います。

《青少年奉仕委員会》久保田委員長

　青少年の方も各委員長発表の通り

新型コロナウイルスの影響で、八高

インターアクトとのコラボによる事

業は全くできませんでした。担当の

山口先生、養護教員の先生がいます

が、先生とは一度お食事をしながら

色々と打ち合わせをしましたが、生

徒は一切外部との接触を自粛させていると、実際校

内でもコロナが発生しているので活動は無理です、

というようなことでやむなく他の委員会と似たよう

な活動は出来ませんでした。ただ、支援金は西尾会

長と慶徳幹事と一緒に訪問し生徒に手渡し、写真撮

影もして参りました。これは12月15日でした。また、

インターアクトと実施するべき蕪島清掃は我々メン

バーと家族の皆さんで実施しました。

《規定審議・戦略計画委員会》長嶺委員長

　規定審議・戦略計画委員会です。

今年度はコロナ禍で会議を全然開く

ことが出来なくて、当初予定してい

た事業計画が全然出来ていませんで

した。申し訳ありません。3 月 3 日

の担当例会の時はロータリー財団の

寄付金についての卓話をさせて頂き

ました。今月のロータリーの友、横組みの 8 ページ

から「2022 年規定審議会リポート」ということで記

事が載っています。この中に人頭分担金を増額する

件とか、皆さんに直接関係のある事も記事になって

いますので、是非皆さん目を通していただきたいと

思います。

《慶徳幹事》

　本日欠席の社会奉仕委員会とロータリー財団委員

会に付きましては後程時間のある時にお願いしたい

と思います。委員会報告は以上となります。最後に

なりますが清川会長エレクトより話があるそうです。

《清川会長エレクト》

 先程地区幹事の件をご承認いただきましたが、新た

に 2 名の方が手を挙げてくださいました。久保田会

員と米内会員です。本当に有難うございます。西尾

会長を含めた 3 名で提出しますが、どのような形に

なるのかはわかりません。たぶん皆さんの協力を得

たいと返事が来ると思いますのでよろしくお願いい

たします。
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