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【 創立総会 】
司会：吉田悦子副ＳＡＡ

次年度からは月信を担当することになりました。また引き続
き皆様から月信に関するアドバイスやご提案などをいただき
ながら、１年間しっかりと務めていきたいと思います。これか
らもどうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

ＲＩテーマ
点鐘
・四つのテスト

知床会

片野 潤会員
７月に予定しておりましたが今回は中止ということ
になりました。本日、航空券代の返却の準備をして
きておりますので、例会後に印鑑をお持ちになりお
声掛けください。
ご返金いたしますのでよろしくお願い致します。

誕生日祝い
大石

源会員

会長要件

ご挨拶

山内一晃会長
今日は何も考えてきておりません。皆さんにお礼
を言いたく思っておりました。先週も言いましたが、
急に会長になることになりまして、この１年間の人事
は中山会員が考えてくれまして、中山会員のために動こうと思っ
ていた方が大変だったと思います。お手伝い頂きまして無事１
年間終わることができました。源新育子会員、平野榮子会員、
小田会員、３名の副会長さんには私が出られないときにも大
活躍して頂きました。ＳＡＡの小金平会員には、急遽、今年
度もいろいろお手伝い頂きました。吉田会員には副ＳＡＡとし
てお世話になりました。長年やって頂いている大入会員とは、
バタバタしながら飲み屋で予算を決めた思い出があります。そ
して佐々木悦郎幹事には本当にお世話になりました。私が会
長になる時に「佐々木さんが幹事をやってくれないとやりませ
ん」と言ったらやってくれたので、佐々木さんのせいで会長が１
年のびました（笑）
。それから、各委員会委員長、小委員会リー
ダーにもきちんとやって頂いてありがとうございました。本当に
最後まで拙い会長要件でしたが２年間ありがとうございました。

源新和彦会員
今はコロナで大変なことになっておりますが、明日
から新年度ということでガバナーに正式に就任いたし
ます。７月９日から予定通り青森ＲＣを皮切りに公式
訪問を開始します。青森国際ホテルの件などご心配をおかけし
ておりますが、ガバナー事務所に関しては、城ヶ倉観光さんか
ら国際ホテルの新館は継続営業するので是非ともロータリーク
ラブさんには残って頂きたいということで、７月中に事務所を移
し地区事務所として運営をしていくことになりました。ただ、研
修や会議については新館では手狭なのでこれから考えていか
なくてはいけません。これから３ヶ月間で41クラブ全部まわりま
すが、
もし興味をお持ちでしたら一緒にまわりたいと思います。
第１回目の青森ＲＣについては小向幹事長と同行する予定です。
明日から新年度、１年間始まります。ご支援の程よろしくお
願いいたします。

親睦委員会

幹事報告

佐々木悦郎幹事
◎クラブ細則の提出のご案内
◎行事変更と中止のご案内
・米山卓話講習会 会場変更
青森国際ホテル → アスパム
・地区ロータリー財団セミナー 中止
◎南部ＲＣ創立50周年記念のＤＶＤが届いております。
◎ご挨拶
入って間もなく幹事を経験させて頂いて、自分も何が何
だか分からないまま一生懸命頑張ったつもりでした。皆様
には、言葉不足だったり説明が拙く迷惑をおかけしました。
本当に２年間お世話になりました。ありがとうございます。
●●

片野

潤会員

◎欠席会員からのコメント
小向龍悦会員：山内会長、佐々木幹事、本当に２年間
お疲れ様でした。明日からは源新年度の始まりです。
何卒よろしくお願いいたします。
大崎光明会員：議会最終日の為、出席できません。山内会長、佐々
木幹事、お疲れ様でした。感謝です！
！
久保隆明会員：最終例会なのにすみません。山内会長、佐々木幹
事、
「２」年間本当にお疲れ様でした。
横町芳隆会員：おかげさまで元気にやっています。当日は十和田
で現場の工事会議がありまして出席かないません。申し訳ありま
せん。
音喜多泉会員：皆さんお疲れ様です。新規テナント、店舗改装の
打ち合わせ、準備等重なり本日も欠席となります。またお会い出
来る事を楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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●●

スピーチ

ニコニコＢＯＸ

類家 順会員
八田グループを代表して参加させて頂いており
ます。皆さんよろしくお願いいたします。本日で４
回目の例会ということになるのですが、皆さんの発表等を
聞きながら、これから覚えていかなくてはという感じでおり
ます。来週からは受付で皆様のお顔やお名前を覚えていく
つもりです。初めのうちは迷惑をお掛けするかもしれませ
んが今後もよろしくお願いいたします。実は、２月にグラン
ドホテルさんで顔見せということで一度皆様にお会いしてお
りました。そこから３〜４ヶ月空いているのですが、
その間、
山内会長から電話を頂いて、
「入会おめでとうございます。
会いに行きますから。
」とその時はまだお会いしていなくて、
人柄も良くてしっかりした方だなという印象でした。２年間
お疲れ様でした。ありがとうございます。
千葉哲也会員
テクノルの千葉と申します。私は２年半ぐらい前
の小金平会長の時に会員になり、ほとんど山内会
長の中で過ごさせて頂きました。吉田会員に誘われるまま
連れてこられた感じです。出身は岩手県水沢市、今の奥州
市で、仕事の関係で八戸に来て30年以上経つのですが、知
り合いがほとんどいないような状況です。営業をやってお
りましたので多少のお付き合いはあるのですが、ほとんど
知らない状況で過ごして参りました。このクラブに入らなけ
れば知り合いになることはなかった人達と知り合い、道が
開けたと申しますか、八戸での人脈が出来たことは財産だ
なと思っております。クラブでは、和気藹々と楽しく２年半
過ごすことができました。これからもよろしくお願いいたし
ます。次年度からは職業奉仕委員会ということで４つのテス
トの唱和をすることになりました。是非、私の掛け声のも
と元気に唱和して頂きたいと思います。本当にこれからも
よろしくどうぞお願い致します。
佐々木悦郎会員
私は平成28年の12月に入会でしたので４年経ち
ます。小金平会員に誘って頂き入会し、間もなく
幹事までさせて頂きました。私は他の団体に属しておりま
せんでしたので、様々な経験をさせて頂き、本当に誘って
頂いてありがとうございました。この４年間、各先輩方に
様々お酒をご馳走になっておりまして、
「この恩は後輩に返
してくれ」と会長もおっしゃっておりましたので、新しい会
員の類家さんとお酒を酌み交わしながらしっかりと親睦を
深め返していきたいと思っております。ありがとうございま
した。よろしくお願いいたします。
片野 潤会員
私は５年目ですが全然分かりません。分からな
いことがたくさんあるので先輩方に教えて頂きな
がら頑張りたいなと思っております。旅行会社に勤務してお
りますので、修学旅行の時期など出られない時は出席率が
ぐっと下がるんですけれども、このクラブの皆様が優しく接
してくださるので、期間が空いても気兼ねなく出席できます。
これは北ロータリークラブだから出来るのかなとも思ってお
ります。紹介してくれたのは横町会員で、会う度に声掛けを
して頂いております。ロータリークラブに入り、皆さんに出
会えたのは私の財産になると思いますので、これから入る
新しい会員の方には分からないなりにアドバイスをしていき
たいなと思っております。会長、２年間お疲れ様でした。

八戸北ＲＣ
佐々木悦郎幹事：２年間皆様に支えられて無事に幹事職をす
る事ができました。ありがとうございました！
北山輝夫会員：一年間御苦労様でした。
源新和彦会員：山内さん、佐々木さん、大変お疲れ様でした。
源新育子会員：会長、幹事さん、２年間本当にお疲れ様でした。
奥寺良之会員：山内会長、佐々木幹事、
２年間ご苦労様でした。
齋藤昌子会員：皆様お久しぶりです。２年連続の会長・幹事
様お疲れ様でした。新会長の平野様、小林幹事様、頑張っ
て下さいませ。宜しくお願い致します。
大石 源会員：51になりました。コロナに負けず頑張ります。
大沼 衛会員：会長・幹事様、ご苦労様でした。
小金平育男会員：山内さん、佐々木さん、ご苦労さんでした。
吉田悦子会員：会長・幹事、お疲れ様でした。
平野 薫会員：山内会長、佐々木幹事、お疲れ様でした。
大入武志会員：山内会長、佐々木幹事、連投お疲れさまでし
た。平野新会長、小林新幹事、よろしくお願いします。
千葉清彦会員：山内会長さん、佐々木幹事さん、お疲れさん
でした。感謝しまーす。
神山智子会員：山内会長、佐々木幹事さん、お疲れ様でした。
伊藤文也会員：役員の皆様１年間ご苦労様でした。
小田 正会員：会長・幹事さん、
２年間ご苦労様でした。次
年度の会長・幹事さん、よろしくお願いいたします。
石橋十四男会員：山内会長、佐々木幹事さん、２年間ご苦労
様でした。
千葉哲也会員：山内会長、佐々木幹事お疲れ様でした。新
会長・幹事、よろしくお願いします。
澤口忠彦会員：山内様、佐々木様、
（理事、役員様）大変ご
苦労様でした。
佐々木則夫会員：山内会長、佐々木幹事、長い間お疲れ様
でした。平野さん、小林さん、宜しくお願い致します。
中山恵美子会員：山内会長、佐々木幹事、大変お疲れ様でした。
片野 潤会員：ご無沙汰しております。今日から改めて宜しく
お願い致します。会長・幹事さん、２年間お疲れ様でした。
米山記念奨学金
奥井義則会員：

出席報告
本日の出席率
前々回（６／ 16）の修正出席率

75.60％
73.17％

創立総会
◎会計監査報告
大入武志会員
私の作業は本日の例会が終わってからでないと始
まらないので、会計補佐の千葉会員、佐々木幹事を
含めてなるべく早めに監査をして頂いて、理事会で承認を得て
ご報告したいと思っております。概要的には会費滞納者もなく
順調に動いております。大きなところで源新年度での台湾の
ホテル・食事代を立替えております。こういうご時世ですので、
あまり負担にならないようになればいいなと思っておりました。
◎バッジ伝達

◎花束贈呈

点鐘
◎奥様へ記念品
●●
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（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
●●

