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SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

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）
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例 会 日
例 会 場
会 長
幹 事
広報委員長
事 務 局

木曜日（月4回）
十和田倶楽部  TEL.0176-58-0350
芋　田　一　志
溝　口　奈美子
黒　田　真　之
柿　本　　　聡
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昼例会は12：30 ～ 13：30
詳しくはHPをご覧ください。

第 2917回例会
令和３年９月２日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

      ニコニコ BOX

・大 竹君　米　よろしくお願いします。
・芋 田君　米　よろしく。
・溝 口君　米　よろしく。
・高 村君　米　よろしく。
・白 濵君　米　宜しくお願いします。
・照 井君　米　よろしくお願いします。
・堰 野 端君　米　デルタ株、危険水域に近づいてきてい

ます！皆様ご自愛を！
・金 沢君　米　よろしくです。
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・大 久 保君　米　よろしく。
・ 泉 君　米　よろしく。
・黒 田君　米　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,385 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　例会が２週間休会でしたので、寂しいというか物足り
なく感じています。毎週会うのがロータリーなのかなと
思います。皆さん、健康状態は大丈夫ですか？最近、八
戸保健所管内のコロナの感染者数が多くなってきてい
て、お盆の人出の影響があるのかなと思います。例会も
休会することなく毎週開催できることをお祈りいたしま
して挨拶とさせていただきます。

・ＲＩ日本事務局より基本的教育と識字率向上月間のリ
ソースの案内が来ました。

姉妹クラブ羅東扶輪社から送られてきた医療用マスク
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・『第９回とわだ面接セミナー』は、コロナウイルス感
染予防のため中止ですが、学校側が了承し、就職面接
における生徒さんの疑問や不安などのアンケートを取
ることが出来た時には、会員の皆さんにメール配信を
してその疑問や不安に答えていただきたいと思いま
す。学校側が難色を示したときはやりません。また、
面接官をお願いしています会員の会社の地図を作成し
て生徒さん方に配布をする予定です。

・青森県（むつ市大畑町・風間浦村）大雨災害支援金
１人 2,000 円× 27 人＝ 54,000 円送金します。

・９月よりニコニコＢＯＸの積立ては米山とします。
・寄付金特別会計と７月、８月の積立てた額 375,000

円をロータリー財団に送金します。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計

ロータリーの友の解説
堰野端展雄ロータリー情報・雑誌委員長

クラブ協議会兼理事会

１）今後の例会運営の件
青森県内におけるコロナの感染者が増えているの
で、９月９日（木）、９月 16 日（木）の例会は休
会とする。
９月 30 日（木）の夜例会（収穫感謝家族会）は昼
例会に変更し開催する。会食はせずにお弁当の持ち
帰りとする。
10 月の例会運営については９月 30 日（木）の昼
例会で協議する。（おいらせＲＣとの合同例会につ
いても）

２）公式訪問の日程の件
９月 16 日（木）を 10 月に延期をした公式訪問の
日程について、10 月の７日（木）、14 日（木）は
他クラブの公式訪問があるので、10 月 21 日（木）
を希望してみるが、地区大会の後になるため確認を
する。そのほかの日程になる場合は会長・幹事に一
任する。

３）青森県（むつ市大畑町・風間浦村）大雨災害支援金
の件
県内の災害のため、要望通り１人 2,000 円× 27 人
＝ 54,000 円送金する

４）青少年育成十和田市民会議合同研修会における活動
紹介の発表の件
参加する。
日時：令和３年11月27日（土）13：00 ～ 15：00
場所：十和田市民文化センター第１研修室
発表者：芋田一志会長（15 分程度）

上記の通り全員一致で承認。

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・姉妹クラブ羅東扶輪社より、日本政府が台湾にワクチ
ンを寄付したお礼として、医療用マスク 1,000 枚が送
られて来ました。例会終了後、マスクを着けて集合写
真を撮ります。

・ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）開催に
ついてのお知らせが来ました。例年秋に開催していま
すが、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るってい
る状況を考慮し、来年の開催にします。（年度内開催
に向けて準備します）

・『日本のロータリー 100 年史』の購入のお知らせが再
度きました。

・『第９回とわだ面接セミナー』は、コロナウイルス感
染予防のため中止とのお知らせが来ました。

・ＲＩ日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせが来ました。
９月１日（水）～９月 30 日（木）

・翻訳委員会より2021年５月理事会議事録が来ました。
・友事務所より時差出勤と在宅勤務併用のお知らせが来

ました。
９月 1 日（水）～９月 30 日（木）

・地区ロータリー財団委員会より地区補助金の送金につ
いてのお知らせが来ました。地区補助金を当クラブへ
送金しましたが、コロナウイルス感染が拡大している
状況で活動が実行できない場合は変更を許可します。
財団担当者まで連絡の上変更手続きをしてください。

・『羅東扶輪社と姉妹締結 45 周年を記念し　思い出の写
真集』を羅東扶輪社へ送付ました。

・成田ガバナーより青森県（むつ市大畑町・風間浦村）
大雨災害支援金のお願いが来ました。１人 2,000 円程
度の支援金をお願いしますとのことです。

・青少年育成十和田市民会議より、構成団体との合同研
修会における活動紹介の発表のお願いが来ました。

日時：令和３年11月27日（土）13：00 ～ 15：00
場所：十和田市民文化センター第１研修室
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第 2918回例会
令和 3 年 9 月 9 日（木）
コロナウイルス感染防止の為、休会

第 2919回例会
令和 3 年 9 月 16 日（木）
コロナウイルス感染防止の為、休会

第 2920回例会
令和 3 年 9 月 30 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部
コロナウイルス感染防止の為、昼例会に変更

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   
      ニコニコ BOX

・白 山君　米　よろしく。
・肴 倉君　米　お久しぶりです。よろしくお願い致し

ます。
・芋 田君　米　よろしく。
・大 下 内君　米　コロナで大変なので、午後５時から営

業します。ヨロシクお願いします。
・堰 野 端君　米　気分爽快！実りの秋！また例会が無事

できますように！
・高 村君　米　よろしく。
・ 泉 君　米　よろしく。
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・金 沢君　米　よろしくです。
・大 久 保君　米　よろしく。
・佐 々 木君　米　皆様お久しぶりです。状態は様々変化

していますが、通常運転でがんばって
います。

・照 井君　米　よろしくお願いします。
・白 濵君　米　宜しくお願いします。
・大 竹君　米　よろしくお願いします。
・溝 口君　米　よろしく。
・欠 畑君　米　緊急事態解除。経済、社会活動復活を

期待して。2021 年 10 月 17 日東京
マラソンなし。2022 年３月６日へ。

・カ ン　　　　2,479 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　皆様お久しぶりです。３週間も休んでいますと、少し
気が抜けたようなしまらないような感じですが、コロナ
も減少してきましたし、総理大臣も変わり、今までとは
違った動きが出てくるかと思います。
　９月 21 日（火）の東奥日報に米山梅吉氏の記事が載っ
ていました。少し紹介したいと思います。日本初のロー
タリークラブ「東京ロータリークラブ」の初代会長であ
る米山梅吉（1868 ～ 1946 年）が揮毫した記念碑が青
森県平内町山口地区に立っていて、現在はロータリーク
ラブの “ 聖地 ” の一つとして全国から関係者が訪れる場
所となっているそうです。私は行ったことがないのです
が、原点に立ちかえる意味で一度行ってみたいと思いま
す。

・「小さな親切」運動十和田支部より情報誌が来ました
ので回覧します。

・ロータリーのテレビ CM 放送スケジュールが来ました
ので回覧します。

・（株）フジマキネクタイより「世界ポリオデー」に関
するグッズの提案チラシが来ましたので回覧します。

・「米山梅吉記念館」館報が来ました。また、賛助会員
募集のお知らせも来ましたので回覧します。

・地区事務所より、2020―21 年度地区表彰受賞者のお
知らせがきました。

十和田東ロータリークラブ
ロータリー財団寄付優秀クラブ　２位
肴倉　　治君

『ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　新ポールハリスフェロー』
鈴木　陽大君

『ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　新ポールハリスフェロー』
堰野端展雄君

『ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　新ポールハリスフェロー』
田中　幹志君

『ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　新ポールハリスフェロー』
古内　秀典君

『ロータリー財団寄付優秀ロータリアン　新ポールハリスフェロー』
・地区事務所より、佐賀・長崎豪雨災害への支援のお願

いが来ました。
・地区事務所より、2021―22 年度地区大会コロナ対策

についてのお知らせが来ました。
・地区事務所より、第 50 回ロータリー研究会記念講演

会の案内が来ました。
　　日時：2021 年 12 月８日（水）15：00 ～ 16：45
　　場所：メルパルクホール（東京都港区）

　会長は会場にて無料で参加できる。
　会員は無料オンラインで参加できる。

・地区事務所より、第 55 回インターアクト年次大会
（ＺＯＯＭ式）開催の案内が来ました。
　　日時：2021年10月30日（土）９：00 ～ 15：00
　　場所：はねやホテル（むつ市）
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今 後 の 予 定

10 月
地域社会の経済発展月間
米山月間

4 日（木） 12:30　第 2925 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
11 日（木） 12:30　第 2926 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：クラブフォーラム
18 日（木） 12:30　第 2927 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：ロータリー財団委員長卓話
　　　　　　　ロータリー財団について
25 日（木） 18:30　第 2928 回例会：（日時・場所  未定）
　　　　　夜：市内３クラブ合同例会
　　　　　　　（主管：十和田 RC）

7 日（木） 12:30　第 2921 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
14 日（木） 12:30　第 2922 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：米山奨学生委員長卓話
　　　　　　　米山について
16 日（土）会長幹事及び地区指導者育成セミナー：五所川原市

　　　　　RI 会長代理歓迎晩餐会
17 日（日）地区大会：五所川原市
21 日（木） 12:30　第 2923 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：公式訪問例会
　　　　　　　10:00　会長幹事面談
　　　　　　　11:00　クラブ協議会
　　　　　　　12:30　公式訪問例会
　　　　　　　　　　　卓話　成田秀治ガバナー
24 日（日）世界ポリオデー
28 日（木） 18:00　第 2924 回例会：（場所  スナック ビアン）
　　　　　夜：おいらせ RC と合同例会
　　　　　　　　（主管：十和田東 RC）

11月 ロータリー財団月間

・青少年育成十和田市民会議より、令和３年青少年育成
十和田市民大会の開催の案内が来ました。

　　日時：2021年10月14日（木）18：00 ～ 20：00
　　場所：十和田市民文化センター大ホール
・『第９回とわだ面接セミナー』アンケートによる、生

徒さんからの質問に対する白濵君のアドバイスが素晴
らしかったので、改めて読んでください。

・当クラブの延期になっていた公式訪問の日程は、
10 月 21 日（木）になりました。

・ロータリー文庫より 2020 ～ 2021 年度の決算報告書
が来ました。

・2022 年ロータリー国際大会の案内が来ました。
　　日時：2022 年６月４日（土）～８日（水）
　　場所：ヒューストン（アメリカ合衆国テキサス州）
　　登録料：＄425　2021 年６月 12 日～６月 16 日　
　　　　　　＄475　2021 年６月 17 日～ 12 月 15 日　
　　　　　　＄575　2021 年 12 月 16 日～

2022 年３月 31 日　
　　　　　　＄675　2022 年４月１日～６月８日　

クラブ協議会兼理事会

１）公式訪問の件
日時：10 月 21 日（木）
　　　10：00 ～会長幹事面談（リンゴジュース付）
　　　11：00 ～クラブ協議会（コーヒー付）
　　　12：30 ～公式訪問例会
　　　　　　　　セレモニー・会食
　　　　　　　　成田ガバナー卓話・集合写真
準備物：各自 2021 ～ 2022『活動計画と報告』
　　　　持参。

２）おいらせＲＣと合同例会の件
コロナの感染者状況が落ち着いてきていることを踏
まえ、予定通り 10 月 28 日（木）に当クラブ主管
で開催する。
　時間：18：00 ～
　場所：スナック ビアン

３）地区大会登録料の件
登録料
ＲＩ会長代理晩餐会　12,000 円
地区大会登録料　　　12,000 円
大懇親会　　　　　　 5,000 円
上記登録料の半額を会より負担する。
参加者：芋田会長、溝口幹事、金沢会計、白山地区

委員長、高村研修・教育委員長。
４）佐賀・長崎豪雨災害支援金の件
　　１人 1,000 円× 27 名＝ 27,000 円を送金する。
５）今後の例会運営の件

９月の例会は、コロナ対策のため会食をしない例会
や、休会の措置を取っていたが、10 月７日（木）
の例会から、通常の例会運営にする。

上記の通り全員一致で承認。


