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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 2921回例会
令和３年 10 月 7 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

      ニコニコ BOX

・黒 田君　米　よろしくお願いします。
・高 村君　米　よろしく。
・欠 畑君　米　さあ、ラスト３か月！気合とやる気と

根性で乗り切っていこう！
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・金 沢君　米　今週、苫小牧。月曜日ＰＣＲ検査予約

しました。
・大 久 保君　米　よろしく。
・溝 口君　米　よろしくお願いします。
・ 泉 君　米　よろしく。
・佐 々 木君　米　よろしくお願いします。
・芋 田君　米　よろしく。
・堰 野 端君　米　朝晩、冷えてきました。皆様、ご自愛

を！
・白 濵君　米　宜しくお願いします。
・田中（健）君　米　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,438 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　今月は地域社会の経済発展月間、米山月間です。10
月 24 日（日）は世界ポリオデーです。何か活動を考え
なければならないと思いますので、皆さんのご協力をお
願いします。
　また、10 月 17 日（日）は地区大会が五所川原市で
開催されます。参加される方はロータリーの心をもって
臨んでいただきたいと思います。

・命を大切にする心を育む県民運動推進会議より、令和
３年度命を大切にする心を育む県民運動推進フォーラ
ム開催のお知らせが来ましたので回覧します。
　　日時：12月５日（日）13：30～ 15：30
　　場所：アピオあおもり（青森市中央３丁目）
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、2020
年度事業報告書と、2020 年度決算報告が来ましたの
で回覧します。
・10月のロータリーレート　112 円／＄
・10月 21 日（木）の公式訪問に、成田ガバナー、古川
地区幹事、小比類巻東第２グループガバナー補佐が参
加します。また、例会のみの参加で築舘ガバナーノミ
ニーが参加します。
・ＲＩ日本事務局より、在宅勤務延長のお知らせが来ま
した。
　期間：10月１日（金）～ 10月 29日（金）
・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。
　期間：10月１日（金）～ 10月 31日（日）
・第 50回ロータリー研究会記念講演会への参加申し込
みの締め切りは、10 月８日（金）までです。参加希
望の方は、幹事まで連絡下さい。

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   
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事務報告　柿 本　聡 事務局

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

委員長卓話
佐々木紀仁 米山奨学生委員長

クラブ協議会兼理事会

１）世界ポリオデー　10月 24日（日）の件
10 月 21 日（木）の公式訪問例会時のニコニコＢ
ＯＸとカンと、10 月 28 日（木）のおいらせＲＣ
との合同例会の時に寄付をお願いして、併せてロー
タリー財団へポリオプラスとして送金し、これを当
クラブの世界ポリオデーの事業とする。

上記の通り全員一致で承認。

第 2922回例会
令和３年 10 月 14 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・会員の購読が義務づけられているロータリーの友です
が、当クラブの購入数が会員の人数より１部少ないと
いうことを友事務所より指摘を受けました。１部追加
して、会員の人数分購入します。
・ロータリーの友 10 月号の縦 20 ページにも掲載され
ています、おいらせＲＣから寄付のお願いがありまし
た、過去の国際ロータリーテーマ旗（掲示幕）を社会
福祉法人希望ゆみと就労支援事業所へ届けてきまし
た。

      ニコニコ BOX

・金 沢君　米　よろしくです。
・高 村君　米　よろしく。
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・ 泉 君　米　よろしく。
・大 久 保君　米　よろしく。
・佐 々 木君　米　よろしくお願いします。
・白 濵君　米　宜しくお願いします。
・溝 口君　米　よろしくです。
・大 下 内君　米　ヨロシクです。
・堰 野 端君　米　原油高騰。なにかと影響が心配です。
・欠 畑君　米　カラスに負けるな！ 10月 31 日（日）

は衆議院議員投票日！忘れずに権利の
行使を！

・芋 田君　米　よろしく。
・田中（健）君　米　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,328 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　全国的にコロナの感染者数が減ってきていますが、青
森県はいまだに感染者数が減ってきていません。私たち
地区大会に参加する者は気を付けて行ってきたいと思い
ます。皆さんも気を付けて行動してください。

・十和田倶楽部駐車場にて、自動車にカラスがいたずら
をするので気を付けてください。
・地区事務所より、地区大会本会議Ｚｏｏｍ参加につい
てのお知らせが来ています。
　（「ウェビナー」という種類のＺｏｏｍ機能を利用）
　日時：10月 17日（日）10：00～ 17：00

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日本の
ロータリーが共同で運営する民間奨学団体です。日本で
学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学
事業を行っています。
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第 2923回例会
令和３年 10 月 21 日（木）10：00 ～
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
於：十和田俱楽部

      ニコニコ BOX

・白 山君　財（ポリオプラス）　ガバナー、ガバナーノミ
ニーようこそ。

・芋 田君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、小比類巻
ガバナー補佐、古川地区幹事、築舘ガ
バナーノミニーの公式訪問に感謝しま
す。

・竹 島君　財（ポリオプラス）　よろしくお願いします。
・大 竹君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、小比類巻

ガバナー補佐、古川地区幹事、築舘ガ
バナーノミニーの公式訪問、感謝いた
します。ありがとうございます。

・白 濵君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、築舘ガバ
ナーノミニー、小比類巻ガバナー補佐、
ようこそ。

・高 村君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、ごくろう
さまです。

・大 下 内君　財（ポリオプラス）　成田ガバナーようこそ。
今日はヨロシクお願いします。

・佐 々 木君　財（ポリオプラス）　成田ガバナーようこそ。
今日はよろしくお願いします。

・ 泉 君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー公式訪問ご
苦労様でした。

・金 沢君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、築舘ガバ
ナーノミニー、小比類巻ガバナー補佐、
古川地区幹事（五所川原イブニング会
長）ようこそおいで下さいました。歓
迎致します。

・堰 野 端君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、ようこそ !
今日は、よろしくお願い致します。

・大 久 保君　財（ポリオプラス）　成田ガバナーを歓迎して。
・柿 本君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、築舘ガバ

ナーノミニー、小比類巻ガバナー補佐、
古川地区幹事を歓迎します。

・成田秀治様（RI 第 2830 地区　2021―22 年度
ガバナー・五所川原イブニングＲＣ）

・築舘智大様（RI 第 2830 地区　2021―22 年度
ガバナーノミニー・八戸ＲＣ）

・小比類巻雅祥様（東第２グループ
ガバナー補佐・三沢ＲＣ）

・古川勝治様（地区幹事・五所川原イブニングＲＣ）

・公式訪問について
　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）

コーヒーは、クラブ協議会開始前に会員がセット
する。

　　内容：来賓紹介、ガバナー挨拶、活動計画説明。
　　司会：溝口奈美子幹事
　　説明者（予定）
　　・クラブ管理運営委員会　柿本聡委員長
　　・ロータリー情報・雑誌委員会　堰野端展雄委員長

　代理　金沢守昭副委員長
　　・公共イメージ・会報・ＷＥＢ委員会

　黒田真之委員長　代理　大久保一穂副委員長
　　・家族・親睦委員会　大下内乙美委員長
　　・ニコニコＢＯＸ・出席委員会　大竹正貴委員長
　　・会員増強委員会　白濵道義委員長
　　・会員拡大・維持委員会　古内秀典委員長

　代理　白濵道義委員長
　　・研修・教育委員会　高村和雄委員長
　　・奉仕プロジェクト委員会　田中幹志委員長

　代理　芋田一志会長
　　・職業奉仕委員会　欠畑茂治委員長
　　・社会奉仕委員会　中野渡勝孝委員長

　代理　溝口奈美子幹事
　　・国際奉仕委員会　工藤淳一委員長

　代理　竹島直樹副委員長
　　・ロータリー財団委員会　肴倉治委員長

　代理　芋田一志会長
　　・ポリオ委員会　白山春男委員長
　　・米山奨学生委員会　佐々木紀仁委員長
　　・戦略計画委員会　芋田一志委員長（会長）
　　・会計　金沢守昭会計
　　・会場監督　堰野端展雄会場監督

　代理　佐々木紀仁委員長（副会長）
　　12：30～公式訪問例会　
　　内容：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。

クラブフォーラム

      ビジター
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　参加者：成田秀治ガバナー
　　　　　小比類巻雅祥ガバナー補佐
　　　　　古川勝治地区幹事
　　　　　芋田一志会長、溝口奈美子幹事

〇会長挨拶　芋田一志会長
　先日地区大会に出席させていただきました。ＲＩ会長
代理羽部大仁様をお迎えしての素晴らしい地区大会でし
た。
　今年はコロナの関係で思うように活動が出来ていませ
んが、コロナも終息に向かいつつあると思いますので、
これからも家族ともどもロータリー活動に協力していた
だくことをお願いします。
〇卓話　成田秀治ガバナー

〇会長挨拶　芋田一志会長

　10 時から会長幹事面談があり、当クラブの方針とし
て、シェカール・メータＲＩ会長の思いを理解し、尊重
し、体現するべく微力ながらも活動して行きたい。家族
の理解もいただきながら家族と共に活動して行きたいと
いう思いを成田ガバナーへお伝えして、無事終了しまし
た。
〇ガバナー挨拶　成田秀治ガバナー
　地区大会に参加していただきありがとうございまし
た。コロナ禍での開催で不安もありましたが無事終える
ことが出来ました。まずもってお礼いたします。本日の
公式訪問では、皆さんのお顔を見ることが出来てうれし
く思います。本日は宜しくお願いします。
〇各委員長より本年度の方針発表

〇成田秀治ガバナー講評
　・会員数が現状維持で退会者がいないということは、
会員増強に値します。

　・委員長が毎月第１週の例会において『ロータリーの
友』を解説することをプログラムに記載しているこ
とが素晴らしい。ロータリーの三大義務の『会費を
納入すること』『例会に出席すること』『ロータリー
の友を購読すること』を改めて思いだしました。

　・公共イメージの向上は大切です。報道機関（テレ
　　ビ・新聞）を利用して奉仕活動を紹介していただく
ことがＰＲになります。

　・親睦は大切です。月１回の夜例会は続けていただき
たい。

　・ニコニコを、前半に財団と米山に送金し、そのあと
にニコニコの積立てをする方法は感心しました。

　・会員増強が一番大切です。『30名突破』が目標のよ
うですので、４名の純増を期待します。

　・姉妹クラブ羅東扶輪社との交流は、今後も継続して
いただきたい。

　・地区の目標であります、Ｒ財団に年次寄付 150 ド
　　ル、ポリオプラス 30ドル、米山に特別寄付１万円、
普通寄付３千円を無理なさらずに協力をお願いしま
す。

　・各種義援金（支援金）については、積極的に協力を
していただきたい。

　・クラブでゲストをお招きするときは、様々なおもて
なしが必要で、受付などにもしっかりと情報の共有
をお願いしたい。

・欠 畑君　財（ポリオプラス）　成田ガバナーようこそお
越し下さいました。感謝します。小比
類巻ガバナー補佐ありがとうございま
す。“選挙へ行こう ”

・溝 口君　財（ポリオプラス）　成田ガバナー、小比類巻
ガバナー補佐、古川地区幹事、築舘ガ
バナーノミニーようこそ。公式訪問に
感謝します。

・カ ン　　　　2,477 円

会長幹事面談　10：00 ～

公式訪問例会　12：30 ～

クラブ協議会　11：00 ～
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　・シェカール・メータＲＩ会長のメッセージ動画を鑑
賞。

　・シェカール・メータＲＩ会長の方針の説明をしまし
た。

　・ＲＩ第 2830 地区目標について説明をしました。
　・ロータリー奉仕デーの説明をしました。
　ＲＩ第 2830 地区は 40 クラブ中 30 クラブ参加
で、700 人の参加者でした。

　・地区大会の報告をしました。
　10月 16日（土）17日（日）に開催された地区

大会のお礼がありました。
　（コロナ感染者増加により、地区大会前の開催予
定だった公式訪問が、地区大会後の開催となったた
め）

　・ロータリー国際大会ＰＲ動画鑑賞
　ヒューストン大会（アメリカ　テキサス州）
　2022 年６月４日（土）～８日（水）
　ＲＩ第 2830 地区は、４日（土）観光、５日（日）
開会式、５日（日）夜に地区ナイトを企画していま
す。

第 2924回例会
令和３年 10 月 28 日（木）18：00 ～
おいらせ RC と合同例会
於：スナック ビアン

      ニコニコ BOX

　世界ポリオデーの事業として 10 月 21 日（木）のニ
コニコＢＯＸとカン 32,000 円と、本日皆様からいただ
いた寄付 16,000 円、合わせて 48,000 円をロータリー
財団へポリオプラスとして送金します。ご協力いただき
ました、おいらせＲＣの方々や参加されたメンバーに感
謝申し上げます。

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　今日はお越しいただきありがとうございました。コロ
ナが青森県でなかなか収まらない中、私達も活動を自粛
していましたので、ガバナー公式訪問も地区大会が終

わった後に行いました。春先は雪融け後のゴミが現れる
でしょうから、そのタイミングで清掃奉仕活動を行い啓
発・啓蒙につなげていければと考えています。その時は
十和田だけでなくおいらせＲＣさんにも入っていただい
て一生懸命やれれば良いのではと考えていますので、そ
の時はどうかご協力をお願いできればと思います。
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今 後 の 予 定

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） 第 2928 回例会
　　　　　夜：市内３クラブ合同例会　中止
　　　　　　　（主管：十和田 RC）

2 日（木） 12:30　第 2929 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
9 日（木） 12:30　第 2930 回例会：十和田倶楽部

　　　　　昼：家族親睦委員長卓話
　　　　　　　ロータリーと親睦
16 日（木） 12:30　第 2931 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：年次総会
　　　　　　　次年度役員選出、会計中間報告
18 日（土）ガバナーエレクト壮行会：ホテル青森
23 日（木） 第 2932 回例会：（日時・場所　未定）
　　　　　夜：忘年会

11月

12月

ロータリー財団月間

疾病予防と治療月間

全員卓話
おいらせRC　４名・十和田東RC　10名

乾　杯　竹 島 直 樹 会長エレクト

中締め　佐々木 紀 仁 副会長

　本日はこのような場を設けていただきまして誠にあり
がとうございます。このように夜に合同例会ができると
いう事はとても喜ばしいことだと思います。おいらせＲ
Ｃは過去のテーマ旗を使って障害者の就労支援活動をさ
せていただいておりますが、それにつきましてもテーマ
旗をご寄付いただきまして本当にありがとうございま
す。親睦のほうがなかなかできなかったので、今日は私
も楽しみながらロータリーの友情・親睦を深めたいと
思っていますのでよろしくお願いいたします。

おいらせＲＣ会長挨拶　吉 田 敏 宏 会長   


