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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
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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 2925回例会
令和３年 11 月４日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

      ニコニコ BOX

・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・金 沢君　米　よろしくです。
・佐 々 木君　米　よろしくお願いします。
・大 久 保君　米　よろしく。
・溝 口君　米　よろしくお願いします。
・堰 野 端君　米　よろしくです。
・白 濵君　米　宜しくお願いします。
・高 村君　米　よろしく。
・芋 田君　米　ガバナー公式訪問、ご協力ありがとう

ございました。
・欠 畑君　米　さあ、2021 年もラスト２ヶ月！コロ

ナ管理もおこたらず、一日一生頑張り
ます。☆溝口さん、ＴＶ観ました！

・田中（健）君　米　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,083 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　ガバナー公式訪問例会、おいらせＲＣとの合同例会も
無事終わりました。ご協力ありがとうございました。
　新聞に事業承継の記事がありましたので紹介します。
「経営者にとって大切なことは、地域から必要とされ、
社会から価値を認めてもらい、事業を育てていくことで
す」と書かれていました。私自身これから仕事をしてい
くうえで、謙虚な心、前向きな姿勢、努力と奉仕をもっ
て、仕事をしていきたいと思います。

・地区ロータリー財団セミナーの報告書が来ましたので
回覧します。
・十和田ＲＣの会報が来ましたので回覧します。
・むつ大畑町・風間浦村豪雨災害ご支援のお礼と報告が
来ました。
・2021―22 年度地区大会開催の御礼が来ました。
・地区ロータリー財団セミナー兼補助金管理セミナー開
催のお知らせが来ました。
　　日時：11月 21日（日）13：00～ 16：00
　　場所：ホテル青森３Ｆ
　　締切：11月 15日（月）
　　出席予定：金沢守昭会計
・青少年育成十和田市民会議構成団体等合同研修会開催
のお知らせが来ました。
　　日時：11月 27日（土）13：00～ 14：40
　　場所：十和田市民文化センター第一研修室
　　出席予定：芋田一志会長（15分程度の当クラブの
　　　　　　　活動を紹介するスピーチを予定）
・ＲＬＩ本部よりニュースレターが来ました。
・翻訳委員会より、４月５月のＲＩ理事会議事録が来ま
した。
・翻訳委員会より、１月２月４月のロータリー財団管理
委員会議事録が来ました。
・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：11月１日（月）～ 11月 30日（火）
・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：11月１日（月）～ 12月 28日（火）

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   
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・10月 21日（木）の公式訪問例会時のニコニコＢＯＸ
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ことにしていましたが、10
月 21日（木）のカンは送金しない事に訂正します。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計

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

クラブ協議会兼理事会

１）11月 25日（木）例会の件
当初予定されていた十和田市内３クラブ合同例会が
コロナ禍のため中止となりましたので、当クラブの
夜例会とする。

　　　時間：18：30～
　　　場所：ハルピン
　　　会費：5,500 円
２）12月 23日（木）夜例会（忘年会）の件
　　　時間：18：30～
　　　場所：十和田倶楽部
　　　会費：5,500 円
上記の通り全員一致で承認。

第 2926回例会
令和３年 11 月 11 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

・ニコニコＢＯＸの積立てについてですが、11 月より
ニコニコへ積立ての予定でしたが、ポリオデーなどで
ロータリー財団へ積立てしたため、本来の米山への積
立てが少ないことから、11 月は米山に積立てを行い
12月よりニコニコの積立てとする。

      ニコニコ BOX

・芋 田君　米　よろしく。
・田中（健）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 久 保君　米　よろしく。
・照 井君　米　よろしくお願いします。
・溝 口君　米　よろしくです。
・佐 々 木君　米　よろしくお願いします。
・ 泉 君　米　よろしく。
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・金 沢君　米　出席しているテイでお願いします。ス

ミマセン。
・竹 島君　米　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,212 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　早いもので半年が近づいてきました。青少年育成十和
田市民会議構成団体等合同研修会について、大久保会員
より当クラブ年表の資料を頂きました。また次年度の役
員候補選任スケジュールにつきまして、事務局より資料
を頂きました。このように皆さんに支えられて半年活動
してきました。残りの半年も宜しくお願いします。

・「小さな親切」運動十和田支部より、令和３年度表彰
式の案内が来ました。
作文コンクール、実行章、内閣官房長官賞（森平政
雄元会員）、感謝状

　　　日　時：令和３年 11月 27日（土）
　　　表彰式：14：00～ 15：40
　　　懇親会：16：00～ 17：30
　　　場　所：サン・ロイヤルとわだ
・「小さな親切」運動の会報秋号を回覧します。
・青少年育成十和田市民会議構成団体等合同研修会は、
当初会長の私が出席予定でしたが、「小さな親切」運
動十和田支部の令和３年度表彰式と開催時間が重なっ
たため、佐々木副会長に出席していただき 15 分程度
の当クラブの活動を紹介するスピーチをしていただく
ことにしました。

　10 月 28 日の当クラブとおいらせＲＣとの合同例会
に参加していた澤上勝様が、11 月５日に急逝されたの
で、例会に於いて黙祷しました。

黙祷  澤 上　勝 様（おいらせＲＣ）ご逝去  
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クラブ協議会兼理事会

１）次年度地区委員長承認・承諾の件
　国際奉仕委員会委員長に白山春男会員が出向する
ことを承認・承諾する。

上記の通り全員一致で承認。

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

　当クラブの昼の例会で、長寿ロータリアンの表彰を行
いました。また、ポール・ハリス・フェローの認証状と
バッチが伝達されました。
・2020―21 年度　源新和彦ガバナーから泉武男会員に
長寿ロータリアンの表彰状が来ました。
2021 年６月に満 80歳になりました。

・ロータリー財団から白濵道義会員に、1,000 ドル超え
たのでポール・ハリス・フェロー認証状とバッチが来
ました。

・ロータリー財団から大竹正貴会員に、1,000 ドル超え
たのでポール・ハリス・フェロー認証状とバッチが来
ました。

・ロータリー財団から中野渡勝孝会員に、2,000 ドル超
えたのでマルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１
回目）のバッチが来ました。

・十和田ＲＣ会報を回覧します。
・ＲＩ第 2830 地区　2024―25 地区ガバナー候補者選
出についてのお願いが来ました。
・ガバナーエレクト国際協議会出席壮行式開催の案内が
来ました。
　　日時：2021年12月18日（土）17：00～19：00
　　場所：ホテル青森３階　孔雀の間
　　登録料：10,000 円　
　　Ｚｏｏｍ：無料
・ロータリー財団月間リソースが来ました。
・第 50回ロータリー研究会記念講演会のオンライン視
聴の案内が来ました。
　　日時：2021年12月８日（水）15：00～16：45
・次年度地区委員長承認・承諾のお願いが来ました。
・次年度地区委員推薦のお願いが来ました。

・地区大会報告　溝口奈美子幹事
　五所川原で開催された地区大会に参加してきまし
た。ＲＩシェカール・メータ会長やＲＩ羽部大仁会長
代理のお話が素晴らしく、ロータリーの想いや理念を
学ぶことが出来た良い大会でした。
・大久保一穂会員卓話（当クラブ初代から 55 代までの
年表を作成）について
　2022 年２月 17 日（木）例会の卓話で年表を説明
する。
・次年度地区委員推薦について
　地区へ出向する意思のある会員がいた場合は、クラ
ブ協議会兼理事会にて協議する。
・ＲＩ第 2830 地区　地区ガバナー候補者選出について
　地区ガバナー立候補の意思のある会員がいた場合
は、クラブ協議会兼理事会にて協議する。

クラブフォーラム

      表　彰

満80歳になられた泉会員（左）満80歳になられた泉会員（左）

R 財団寄付が1,000ドル超えの大竹会員（左）R 財団寄付が1,000ドル超えの大竹会員（左）

中野渡会員のポール・ハリス・フェローバッチ中野渡会員のポール・ハリス・フェローバッチ

R 財団寄付が1,000ドル超えの白濵会員（左）R 財団寄付が1,000ドル超えの白濵会員（左）
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第 2927回例会
令和３年 11 月 18 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

      ニコニコ BOX

・白 濵君　米　宜しくお願いします
・柿 本君　米　宜しくお願いします。
・堰 野 端君　米　寒くなってまいりました！皆様、ご自

愛を！
・佐 々 木君　米　原稿作成のため、クラブの年表を見ま

した。非常に興味深かったので、大久
保さんの卓話が楽しみです。

・大 久 保君　米　よろしく。
・金 沢君　米　ミッキー、ミニー誕生日おめでとう。
・高 村君　米　よろしく。
・欠 畑君　米　気候変動リスクは年々高まる。本日、

七戸病院と災害時における協定を結び
ました。

・竹 島君　米　よろしくお願いします。
・ 泉 君　米　よろしく。
・溝 口君　米　よろしくお願いします。
・芋 田君　米　ヨロシク。
・大 竹君　米　よろしくお願いします。

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　テレビや新聞をにぎわせている某大学では、国からの
補助金が 90億円くらいあるそうです。当クラブでは少
ない資金を大切に使い、世界奉仕のために頑張りたいと
思いますので、宜しくお願いします。

・世界ポリオデーの事業として、10月 21日（木）の公
式訪問例会時のニコニコＢＯＸ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
48,000 円を送金した寄付明細が財団より来ました。
皆様、ご協力ありがとうございました。
・「小さな親切」運動十和田支部より令和３年度表彰式
の案内が来ていて、当クラブが感謝状を受けることに
なっていますが、私は「小さな親切」運動十和田支部
の副支部長をしていますし、昨年度の当クラブの活動
に対しての感謝状のため、当クラブの代表として前年
度会長の堰野端展雄会員に出席していただく。
内　容：作文コンクール、実行章、内閣官房長官賞

（森平政雄元会員）、感謝状
　　日　時：11月 27日（土）
　　表彰式：14：00～ 15：40
　　懇親会：16：00～ 17：30
　　場　所：サン・ロイヤルとわだ

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・十和田ＲＣの会報が来ましたので回覧します。
・地区ロータリー財団セミナー兼補助金セミナーについ
てのお願いが来ました。昨年度において、当クラブが
年次基金・恒久基金・ポリオプラス基金の寄付額が多
いクラブに認定されたので、セミナー開始前に認証バ
ナーと感謝状の贈呈があります。
　　日時：11月 21日（日）13：00～ 16：00
　　場所：ホテル青森３Ｆ
　　出席予定：金沢守昭会計
・ＲＩ日本事務局クラブ・地区支援室より「クラブ・地
区支援室メッセージ」が来ました。

クラブ協議会兼理事会

１）次年度地区委員推薦の件
　　欠畑茂治会員をＲＬＩ委員会へ推薦する。
２）2024―25 年度地区ガバナー候補者選出の件
　　推薦者なしとする。
３）『ガバナーエレクト国際協議会出席壮行会』登録料の件
慣例にしたがい、登録料10,000円の半額、5,000
円を当クラブより補助する。

　　配偶者が参加した場合の補助はしないこととする。
４）新会員入会告示の件
　　氏　　　名　ＫＩさん
　　勤　務　先　ＩＦ
　　スポンサー　ＫＩ会員
上記の通り全員一致で承認。

・各委員会に5,000円の委員会活動費を計上しています。
まだ消化されていないようですので委員会活動をして
いただく様にお願いします。
・３月10日（木）例会の外部講師卓話について、皆様
に講師を提案していただきたい。提案が無いようであ
れば、幻の穴堰について担当者に卓話として説明して
いただきます。

クラブフォーラム



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 5－

第 2928回例会
令和３年 11 月 25 日（木）18：30 ～
於：ハルピン飯店

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　本日は寒い中ご参加いただき、ありがとうございます。
久しぶりのハルピン飯店での夜例会です。最後まで楽し
んでいただきたいと思います。

今 後 の 予 定

6 日（木） 12:30　第 2933 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　新年卓話　会長新年卓話
　　　　　　　『友』の解説
13 日（木） 12:30　第 2934 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：新年卓話　全会員３分間卓話
20 日（木） 12:30　第 2935 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：クラブ協議会
27 日（木） 第 2936 回例会（日時・場所　未定）
　　　　　夜：新年家族例会

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） 18:30　第 2932 回例会：十和田倶楽部
　　　　　夜：忘年会

1月

12月

職業奉仕月間

疾病予防と治療月間

乾　杯　堰野端 展 雄  直前会長

　第 2830 地区から肴倉治会員に、ロータリー財団寄付
が 1,000 ドルを超え、ニュー・ポール・ハリス・フェロー
になったので記念品が来ました。

      表　彰

R 財団寄付が1,000ドル超えの肴倉会員（左）に記念品の贈呈R 財団寄付が1,000ドル超えの肴倉会員（左）に記念品の贈呈

堰野端直前会長の発声で乾杯堰野端直前会長の発声で乾杯

二次会で恒例の『お誕生日会』を開催しました。二次会で恒例の『お誕生日会』を開催しました。
於：スナックビアン於：スナックビアン

中締め　田中 幹志 奉仕プロジェクト委員長


