






















NO.04
2020・10・01

例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田倶楽部 TEL0176-58-0350

会　　長　堰野端　展　雄

幹　　事　竹　島　直　樹

広報委員長　大久保　一　穂

ロータリーは機会の扉を開く
2020-2021 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 ホルガー・クナーク
（ドイツ　ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ）

2020～2021
昼の例会12:30～13:30

詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

－１－

　第２８６９回例会

　令和２年９月３日（木）12:30～

　於：カフェ・レストラン十和田倶楽部

■ニコニコＢＯＸ

・佐々木君　米　黒田さんようこそ。歓迎しま

　　　　す。これからよろしくお願いします。

・芋田君　米　よろしく

・大久保君　米　よろしく

・高村君　米　最近は読む事はあっても書く機

　　　会が少なくなりました。書く努力をしな

　　　ければ老化が進みそう…

・竹島君　米　よろしくお願いします

・堰野端君　米　黒田さん入会大歓迎いたしま

　　　す！これからよろしくお願い致します。

・白濵君　米　宜しくお願いします。

　　　　　　　黒田さん、歓迎します！

・金沢君　米　黒田さんこれからよろしく。今

　　　日は王貞治さんがホームラン世界記録を

　　　出しためでたい日です。

・大竹君　米　よろしくお願いします。

・溝口君　米　よろしくお願いします。

・泉君　　米　よろしく

・大下内君　米　ヨロシク

・柿本君　米　黒田君を歓迎します。

・カン＝1,409円

■会長挨拶　堰野端展雄会長

  新会員の黒田さんが本日参加です。入会セレ

モニーを開催します。これからよろしくお願い

いたします。

■幹事報告　竹島直樹幹事

・ガバナー事務所からコロナウイルス禍におけ

　る例会の開催ガイドラインが来ています。

・2019-20年度　ロータリー賞

　八戸南、三戸、弘前アップル、青森北東、青

　森モーニング、青森と６ＲＣが受賞したそう

　です。

・ロータリーレート　106円／＄

■会計報告　金沢守昭会計

　昨年度の決算処理で剰余金処分案で、81万円

を米山とロータリー財団に繰り入れるという承

認を受けておりますので、本日お金を一般会計

から米山と財団へ動かします。

■新会員入会セレモニー

　　　司会：白濵道義会員増強委員長

〇新会員紹介　

　　　スポンサー　佐々木紀仁直前会長

〇入会宣誓書朗読　黒田真之新会員

　とわだ面接セミナー

　令和２年９月26日（土）

　会場：十和田商工会館ホール・４F会議室

　主催：とわだ面接セミナー実行委員会

　　　　委員長　佐々木千佳子PG

　

　今回は、市内３ＲＣ合同の実行員会を作り、

コロナの影響でオンライン面接とした。

　地元の大人が、経営者としてのノウハウを提

供し、就職活動直前の高校生に対し模擬面接を

行った。

　参加高校＝三本木農業高校、十和田西高校、

　　　　　　七戸高校、三本木高校　計約70人

　参加ロータリアン　30人

　生徒一人当たり約10分の持ち時間

　面接官は二人一組で6班編成

　青森県内では、現在、新型コロナウィルス感

染拡大が抑えられている状態にありますので、

下記のガイドラインを守ってface to face の

例会を開催することは可能と考えます。例会お

よび各種会合の開催にあたっては、会員ならび

に来訪者・関係者の皆様の「健康・安全・安

心」を最優先に考えていただくようにお願いい

たします。

1. 会場へ入る前の体調チェックについて

　参加者全員の健康状態を確認し、健康状態に

問題のない人のみの参加を認める。

＊次の項目に該当する場合は参加をご遠慮願う

　こと。

①発熱の症状がある方（体温37.5℃以上）。

②咳、全身倦怠感等の感冒様症状や頭痛、下

　痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害のある方。

　（喘息などの既往歴がある方は除く）

③感染の流行地域への訪問歴が14日以内にある

　方。

2. 会場内の注意事項について

①会場の利用数は、会場の定員の1/3までとす

　る。（例：100人が定員の会場であれば、参加

　者は33人までとする）

②例会開始前に手指消毒を徹底する。

③座席の配置は向き合う形式を避け、横並び形

　式とする。

④例会場への入場時および退場時、人と人とが

　交錯する機会をできるだけ減らすように配慮

　する。

⑤例会中はマスクを着用する。

⑥一定時間（概ね１時間程度）が経過したら休

　憩を入れ、会場内の換気を行う。

⑦席を一席空けるなど、参加者の距離を２m程

　度（最低でも１m）確保する。

⑧国歌、ロータリーソングの歌唱は中止し、代

　わりに曲を鑑賞する。

⑨例会中は大きな声を発しない。

⑩ゲストや会員同士の握手は行わず、お辞儀や

　エルボータッチで歓迎の意を表する。

⑪お食事の提供に関しては、できるだけお弁当

　などとし、バイキング形式などの複数の人

　が取り分ける形式を避ける。

⑫会場内およびその周辺は禁煙とする。

3. 会合後の対応について

　会合への参加者は、14日間を目安に１日

　１～２回程度、発熱や症状の有無を確認す

　ること。

＊感染が疑われる場合は、保健所の帰国者接

　触者相談センターに相談すること。

＊接触確認アプリ（COCOA）をスマホにインス

　トールしておくことが望ましい。

4. 飲食を伴う会合について

　　できるだけ避けることが望ましい。





























































参加の希望者は
竹島幹事まで申し込みください！
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　第２８９７回例会

　令和３年４月１日（木）12：30～

　於：十和田倶楽部

■ニコニコＢＯＸ

・堰野端君　ニコ　よろしくです。

・竹島君　ニコ　よろしくお願い致します。

・金沢君　ニコ　最近ぶっそうだし、コロナも

　　　　　やばいですね。気を付けましょう。

・高村君　ニコ　３月31日陽気に誘われて、法

　　　量地区の頭首工を見学してきました。出

　　　口のところに水力発電設備、一般住宅

　　　200戸分相当が有るのに知りませんでし

　　　た。

・佐々木君　ニコ　時期的に入居・引越しがあ

　　　わただしく、今日も１時くらいに退出致

　　　します。

・ 欠畑君　ニコ　本日入社式。素晴らしい社

　　　会人になるよう、厳しく優しく覚悟を

　　　持って育て上げます。

・ 柿本君　ニコ　宜しくお願いします。

・ 溝口君　ニコ　よろしくお願いします。

・ 大下内君　ニコ　ヨロシクでーす。

・ 芋田君　ニコ　よろしく。

・ 泉君　ニコ　よろしく。

・ 白濵君　ニコ　宜しくお願いします。

・ 大久保君　ニコ　よろしく。

・ 大竹君　ニコ　宜しくお願いします。

・ カン=1,823円

■会長挨拶　堰野端展雄会長

　だいぶ春らしくなって来ました。新聞などで

も春祭りをやります、と言う話題も出ておりま

すが、青森のクラスター発生で71名の感染者が

出て、すごい人数が一気に来てしまい、まだま

だ気を付けなければと思いました。また昨日は

十和田市で二つの事件がありまして一つは殺人

事件、もう一つは温泉で女性が切り付けられた

と言う事件がありました。犯人は捕まりました

ので、ほっとしています。

■幹事報告　竹島直樹幹事

・今月のロータリーレートは110円/＄です。

・地区行事について

　　〔追加〕４月２日(金）RLI委員会

　　　　　　　　於：ホテル青森

　　〔中止〕４月20日(日）

　　　　五所川原中央RC創立40周年

　　〔会場決定〕

　　　　４月24日(土）米山卓話講習会

　　　　　　　　於：ねぶたの家ワ・ラッセ

　　　　６月26日(土）

　　　　　地区クラブ拡大・会員増強委員会

　　　　　研修会　於：八戸プラザホテル

・日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ

　2021年４月１日(木)～５月７日(金)まで

・国際ロータリーデータサービス担当部より、

　４月末までに次期クラブ役員の情報提出のお

　願いが来ております。

・地区研修・協議会(DTA)開催

　　日時：５月22日(土)10：30～17：00

　　場所：ホテルサンルート五所川原

NO.11
2021・５・１

例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田倶楽部 TEL0176-58-0350

会　　長　堰野端　展　雄

幹　　事　竹　島　直　樹

広報委員長　大久保　一　穂

2020～2021
昼の例会12:30～13:30

詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

－１－

2020-2021 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 ホルガー・クナーク
（ドイツ　ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ）



　　対象者：

　　　（会場）次期地区委員長、

　　　　　クラブ会長エレクト等

　　　（オンライン）次期地区委員、

　　　　　次期クラブ幹事、次期クラブ会計、

　　　　　次期クラブ委員長及び委員

　締め切りは、４月19日です。

・地区補助金申請締め切りの延長についての案

　内が来ております。

　新たな提出期限は４月20日までです。

・４月の例会は、

　８日　職業奉仕委員長の卓話、

　15日　18時　花見親睦家族例会

　　　　　於：スナックビアン

　22日　６時30分～　早朝清掃奉仕

　　　　　於：三木野公園

　　　　７時～　朝粥例会　

　　　　　於：十和田シティホテル

■会計報告　金沢守昭会計

・会場費として、７月～９月は冷房費1,000円

　11月～３月は暖房費として1,000円かかる事

　になります。

・地区研修・協議会(DTA)につきまして、締め

　切りが４月19日ですので、それまでに人数を

　確認して登録料を振り込みたいと思います。

　会計としては初めてなので、会場での参加を

　希望します。

・とわだ面接セミナーの地区補助金申請書が整

　いましたので地区へ申請をしました。申請金

　額は265,910円　参加者はロータリー以外で

　170名、ロータリアンが30名、合計で200名の

　予定。リモートで面接を行うことで申請して

　います。

　開催日は９月４日(土)　於：商工会館

■クラブ協議会兼理事会

１）十和田倶楽部冷暖房費の件

　　７月～９月　冷房費　１日1,000円

　　11月～３月　暖房費　１日1,000円

２）４月と５月の例会内容変更の件

　　４月８日の委員長卓話を、

　　　ポリオ委員長から職業奉仕委員長へ、

　　５月13日の委員長卓話を、

　　　外部講師卓話へ変更

上記の通り全員一致で承認

■ロータリーの友の解説

　　　溝口奈美子ロータリー情報・雑誌委員長

■クラブフォーラム

〇高村和雄研修・教育委員長

　３月11日の例会で、上下水道部管理課の担当

者へ卓話を問い合わせると言っていましたが、

その件はどうなりましたか。

（竹島幹事：まだしておりません）

　法量にある取水口を見てきました。実は最近

まで３本の水路が有ることを知りませんでし

た。幻の穴堰の使われていない理由を調べに行

ったら、中掫に発電所が出来ていました。い

かに古里を知らなかったのかと思いました。水

道に関する施設がたくさん出来ているが、ど

の様に使われているのか分からないので、是

非見学したいと思います。

　第２８９８回例会

　令和３年４月８日（木）12：30～

　於：十和田倶楽部

■ニコニコＢＯＸ

・芋田君　ニコ　よろしく。

・白濵君　ニコ　宜しくお願いします。

・大久保君　ニコ　よろしく。

・泉君　ニコ　よろしく。

・柿本君　ニコ　宜しくお願いします。

・佐々木君　ニコ　よろしくお願いします。

・大竹君　ニコ　よろしくお願いします。

・堰野端君　ニコ　桜、待ち遠しいですね。

・竹島君　ニコ　よろしくお願いします。

・欠畑君　ニコ　第４波に備えよう。

　　　　　本日の卓話よろしくお願いします。

・金沢君　ニコ　よろしくです。

・溝口君　ニコ　よろしくお願いします。

・カン=1,051円

■会長挨拶　堰野端展雄会長

　コロナワクチンの接種が医療従事者に始ま

り、１回目２回目と進んでいるようです。た

だ、副作用もあるようで、特に２回目の方が強

く出ているようです。熱が出たり体がだるいと

いった症状が出ているようですが、ほとんどが

２、３日で良くなるようです。日本人の場合は

特にアナフィラキシーの症状が出ているようで

－２－



す。４月19日の週には、まず高齢者の方々に案

内が行く予定ですので心して接種して頂ければ

と思います。

　また、雇用調整助成金が不正によってかなり

の額が支給されたようで、ロータリアンとして

もそのような事の無いよう、改めて活動してい

かなくてはと思いました。

■会長報告　堰野端展雄会長

・国際ロータリー2830地区2019－20年度ガ

　バナー・地区表彰委員会委員長　沼田廣パス

　トガバナーより表彰状が届いています。

１、ガバナー特別表彰（アクトの翼の為、台湾

　　羅東ＲＣへの働きかけ）

２、週報優秀クラブ（週報の完成度を高め、

　　ロータリーの広報と活動の活性に貢献）

３、ポリオプラス寄付成績優秀クラブ

　　（第３位　一人平均73＄）

４、新米山功労者

　　佐々木紀仁会員と肴倉治会員

■幹事報告　竹島直樹幹事

・「緑の募金運動」への協力の案内です。

・６月12～16日に開催される国際大会は、

　4月中旬より受付をはじめ、最初の21日間は

　特別価格49＄、その後は65＄の登録料に。

・十和田市内３クラブ合同例会のお知らせ　

　５月19日(水)18時　サン・ロイヤルとわだ

　会費：6,000円

■クラブ協議会兼理事会

１）緑の募金運動の件

　一人100円　27人分

　会として2,700円の募金を送金する。

２）十和田市内３クラブ合同例会

　　登録料補助の件

　会より1,000円の補助をする。

　個人負担は5,000円とする

３）地区研修・協議会登録料の件

　登録料12,000円の半額6,000円を補助する。

４）当クラブ2021-22小委員会の件

　組織図は今年度と同じ。

　ロータリー情報・雑誌委員長は堰野端会員。

　職業奉仕副委員長は溝口奈美子会員。

　そのほかのメンバーは留任。

上記の通り全員一致で承認。

■委員長卓話　

　　　欠畑茂治職業奉仕委員長

　ロータリーには五大奉仕部門があり、クラブ

奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年

奉仕の五つです。その中でも職業奉仕が根幹で

あるという方もいます。

　今年のロータリーの友１月号の17～18ページ

「職業奉仕は未来への挑戦」に分かりやすく書

かれています。

　コロナ禍ですが、ロータリーの奉仕の精神を

更に進化、進行しながら、自分の商売、また

ロータリー活動にあたって行きたいと思いま

す。

　最後に、最近気に入っているフレーズを皆さ

んに紹介したいと思います。

　「これからが、これまでを決める」

　「１．あきらめるな　２．あきらめるなを忘

　れるな」

　「痛みは避けがたいが、苦しみはオプショナ

　ル（苦しみは自分次第）」

　以上で、職業奉仕委員長の卓話を終わりま

す。ありがとうございました。

　第２８９９回例会

　令和３年４月15日（木）18：00～

　於：スナックビアン

　花見親睦家族例会

■ロータリー家族

・竹島直樹会員夫人

■会長挨拶　堰野端展雄会長

　今日は十和田で観測２番目の速さで桜も咲い

たということですが、花冷えといいますか旧湖

町では朝は雪も舞い、畑などはうっすらと白く

なっていました。

－３－



コロナもまだ十和田では発生していないという

ことなので、皆さんも寒さ、コロナ等体調管理

をしっかりと行ってください。

■幹事報告　竹島直樹幹事

・地区大会日程と参加の手順の説明。

■会計報告　金沢守昭会計

・財団と米山の下期分を振り込みます。

■乾杯　堰野端展雄会長

■参加者全員の卓話を行い、親睦を深めました

■中締め　芋田一志会長エレクト

　第２９００回例会

　令和３年４月22日（木）

　　6:30　早朝清掃奉仕　於：三木野公園

　　7:00　朝がゆ例会　

　　　　　　　於：十和田シティホテル

■会長挨拶　堰野端展雄会長

　皆様、お疲れさまでした。私は花見の後、い

つも中央公園をボランティアで清掃を行うので

すが、ひどい有様で、今回もそのようなイメー

ジを持っていたのですが、今日の三木野公園は

綺麗で驚きました。メンバーの皆さんも数多く

集まっていただいたので、作業もスムーズに行

えたと思います。ご協力ありがとうございまし

た。

－４－

早朝清掃奉仕、お疲れさまでした!!



▲三木野公園にある
当クラブ創立30周年記念植樹の石碑



－５－

これからの予定

堰野端会長の挨拶
「朝早くからご苦労様でした！」

昨年はコロナ禍の影響で中止になったので、
今回の朝がゆ例会は久しぶりでした。

５月　青少年奉仕月間

 6日(木)12:30　第2901回例会：十和田倶楽部

    昼：クラブ協議会・理事会

　　『友』の解説

13日(木)12:30　第2902回例会：十和田倶楽部

　　昼：外部講師卓話（職業奉仕委員会担当）

19日(水)18:00　第2903例会：サン・ロイヤルとわだ

　　夜：十和田市内３ＲＣ合同例会

　　主管：十和田ＲＣ

※コロナ対応のため中止します!!代替えのプロ

　グラムは5/6の理事会で決める予定です。

22日(土)10:30　地区研修協議会(DTA)：

　　　　　　　　　ホテルサンルート五所川原

　　対面式：次期地区委員長・会長エレクト

　　ＺＯＯＭ：次期地区委員・次期幹事

27日(木)12:30　第2904回例会：十和田倶楽部

    昼：クラブ協議会　次年度について

６月　ロータリー親睦活動月間

 3日(木)12:30　第2905回例会：十和田倶楽部

    昼：クラブ協議会・理事会

　　『友』の解説

10日(木)12:30　第2906回例会：十和田倶楽部

　　昼：クラブ協議会　全員卓話

　　　　　　　　（一年間のまとめ）

12～16日　ＲＩ国際大会：台北

　　　　　　　　（バーチャルでの開催）

17日(木)12:30　第2907回例会：十和田倶楽部

    昼：クラブ協議会　全員卓話

　　　　　　　　（一年間のまとめ）

20日(日) 9:30　ＲＬＩ：はまなす会館

24日(木)18:00　第2908例会：（場所未定）

　　夜：最終例会（新旧会長幹事バッジ伝達）

26日(土)　地区クラブ拡大・会員増強委員会

　　　　　　研修会　於：八戸プラザホテル

中止!!















NO.１
2021・７・１

例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田倶楽部 TEL0176-58-0350

2021～2022
昼の例会12:30～13:30

詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

－１－

2021-2022 国際ロータリーのテーマ
RI会長 シェカール・メータ
Calcutta-Mahanagarロータリー クラブ所属. インド（西ベンガル州）

　第２９０５回例会

　令和３年６月３日（木）12：30～

　於：十和田俱楽部

■ニコニコＢＯＸ

・佐々木君　ニコ　６月に入りました。

　　　　　　待っていたクールビズです。

・溝口君　ニコ　一年間つたない『友の解説』

　　　を聞いて下さり、ありがとうございまし

　　　た。ほっとしました。

・芋田君　ニコ　金沢さん、大変ご迷惑をおか

　　　　けしました。よろしくお願いします。

・欠畑君　ニコ　５月走行320㎞達成！

　　　６月はスピード強化月間！頑張ります。

・竹島君　ニコ　よろしくお願いします。

・泉君　ニコ　よろしく。

・大下内君　ニコ　ヨロシクです。

・白濵君　ニコ　宜しくお願いします。

・金沢君　ニコ　よろしくです。

・柿本君　ニコ　宜しくお願いします。

会　　長　芋　田　一　志

幹　　事　溝　口　奈美子

広報委員長　黒　田　真　之

事 務 局　柿　本　　　聡

芋田新会長・溝口新幹事
　新年度がいよいよスタート!!

芋田新会長 堰野端会長 竹島幹事 溝口新幹事

2020-21年度最終例会に於いて会長幹事のバッジが伝達されました2020-21年度最終例会に於いて会長幹事のバッジが伝達されました











－６－

堰野端会長（左）から
　芋田新会長へ会長バッジが伝達されました

竹島幹事（左）から
　溝口新幹事へ幹事バッジが
　　伝達されました

毎月恒例のお誕生会が開催されました！

溝口新幹事による中締めの音頭
「７月からの新年度、よろしく！」

■会長挨拶　堰野端展雄会長

 今日の例会で最後の挨拶になります。皆さん

の協力のおかげで一年間会長職を過ごすことが

出来ました。ありがとうございます。皆さんと

盃を交わしたいところですが、諸事情によりセ

レモニー終了後退席します。皆様はゆっくりと

楽しんで行って下さい。

東第２グループ

2021-22年度 会長・幹事会議

令和３年６月25日（金）11:00～

於：きざん三沢

参加者＝芋田次期会長、溝口次期幹事

　主催者の次年度小比類巻雅祥ガバナー補佐

（三沢RC）から挨拶がありました。そのあと次

年度のRI会長や成田秀治ガバナーの９項目の地

区目標など次年度方針等の説明があり、特に

９月12日（日）は『ロータリー奉仕デー』と

して地球環境保全プロジェクトに取り組み、各

クラブともイベントを企画してくださいとのこ

とでした。

　次年度のＩＭは東第１グループと合同で、翌

年春、六ヶ所原燃ＰＲセンター（とりあえず予

定）で開催する予定。
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