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昼例会は12：30 ～ 13：30
詳しくはHPをご覧ください。

日　時：令和３年 12 月 29 日（水）17:00 ～ 20:00
会　場：お食事処　奈辺久
参加者：芋田、高村、高村夫人、竹島、竹島夫人、
　　　　大久保、今泉、白山、工藤、鈴木、大竹
　はじめに高村委員長から「年内はどの会場も空きがな
く、仕事納めのかたもあるかと思いますが、開催が今日
になってしまいました。新会員が増えている中、古い会
員との情報交換やロータリーの基本や慣例をお知らせす
る委員会ですが、今日何とか開催できました。年末お集
まりいただき感謝します」と挨拶がありました。
　続いて鈴木会員から、ボランティアで行っている「十
和田こども食堂」の活動内容の報告がありました。大型
バスを購入して、その内部をキッチンに改装し県内すべ
ての市町村に訪問する計画をたてている、とのことでし
た。支援の輪も広がり、市や県、国などからも補助があ
るということです。新聞やテレビなどにも取り上げられ、
スタッフも多くなり活動も活発になってきたそうです。
　その後、大久保会員からニコニコ BOX に関しての説
明がありました。「先輩からの申し伝え事項として、家
族また自分の葬儀で、クラブから香典や生花が上がった
ら、それに対し香典返しとして花の半額１万円位をクラ
ブにニコニコとして出してほしいと、聞いております」
と皆さんに伝えていました。引き続き参加者全員からス
ピーチがあり、それから懇親会に入りました

第 2933回例会
令和４年１月６日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

      ニコニコ BOX

・芋 田君　ニコ　あけましておめでとうございます。
今年もあと半年ですが宜しくお願
いします。

・田中（健）君　ニコ　あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

・金 沢君　ニコ　あけおめ。ことよろです。
・溝 口君　ニコ　新年明けましておめでとうございま

す。今年もどうぞよろしくお願い
致します。

・大 久 保君　ニコ　あけましておめでとうございます。
・黒 田君　ニコ　あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいた
します。

・大 下 内君　ニコ　明けましておめでとうございます。
今年もヨロシクお願いします。

・柿 本君　ニコ　明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

・佐 々 木君　ニコ　新年明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願い致しま
す。

・高 村君　ニコ　今年もよろしく。
・欠 畑君　ニコ　さあ、2022 スタート！オミクロン

に負けず、明るく楽しく元気よく、
そして素直に生きていきます。

・カ ン　　　　　1,218 円

研修・教育委員会　開催報告
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ロータリーの友の解説
金沢守昭ロータリー情報・雑誌副委員長

クラブ協議会兼理事会

１）下期分年会費の件
　　2021―22 年度下期会費　　　　　 65,000 円
　　特別寄付（半期）　　　　　　　　10,000 円
　　米山梅吉記念館協力金（下期） 　　　　100 円
　　ガバナー会運営協力金（半期）　　　　 100 円
　　ロータリー文庫運営協力金（半期）　　 50 円
　　RIJYEM 維持協力金（半期）　　 　      100 円
２）２月 24 日（木）夜例会　会場の件
　　日時：２月 24 日（木）18：00 ～
　　場所：スナック　ビアン
　　会費：会員 5,500 円　家族 1,100 円
３）３月 10 日（木）昼例会　外部講師卓話の件
　　外部講師：「幻の穴堰」のガイド担当者
　　演　　題：「幻の穴堰」について
　　卓話時間：20 分から 25 分位
上記の通り全員一致で承認

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　明けましておめでとうございます。昨年末にはコロナ
感染者数もだいぶ落ち着いてきましたが、今年に入って
急増してきていますので、マスクだけは外すことなく、
気を付けて今年一年間頑張りたいと思います。昨年暮れ
には、高村委員長の研修・教育委員会を開催することが
出来ました。今年は各委員長におかれましては、委員会
開催をお願いいたします。あと半年間宜しくお願いしま
す。

・十和田ＲＣから、会報が来たので回覧します。
・セイコーから、アウトドアクロックのカタログが来た

ので回覧します。
・オクトンから、年賀状がきました。
・翻訳委員会から、2021 年９月及び 10 月のＲＩ理事

会議事録が来ました。

　2021 年 12 月 29 日（水）17 時から奈辺久に於いて、
研修・教育委員会を開催しました。開催時期が年末にも
かかわらず、11 名の方々に参加していただきました。
次回は、皆さんの集まりやすい時期に開催したいと思い
ます。

委員会報告　高村 和雄 研修・教育委員長

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、米山功
労者の感謝状が来ました。
・芋田一志会長　　40 万円超えの第４回マルチプル

　　　　　　　　米山功労者。
・大竹正貴会員　　10 万円超えの第１回米山功労者。
・白濵道義会員　　10 万円超えの第１回米山功労者。
・鈴木陽大会員　　10 万円超えの第１回米山功労者。
・堰野端展雄会員　10 万円超えの第１回米山功労者。

米山功労者の表彰

米山功労者の表彰（芋田一志会長）米山功労者の表彰（芋田一志会長）
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第 2934回例会
令和４年１月 13 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

幹事報告　幹事代理　竹島 直樹 直前幹事

      ニコニコ BOX

・小比類巻様　ニコ　よろしく。
・堰 野 端君　ニコ　先週は諸用で神奈川県へ行ってきま

した。ＰＣＲ検査の結果は陰性で
す！

・高 村君　ニコ　小比類巻ガバナー補佐、ご苦労様で
す。

・金 沢君　ニコ　小比類巻ガバナー補佐、ようこそ。
歓迎致します。今年もよろしくで
す。

・佐 々 木君　ニコ　小比類巻東第２グループガバナー補
佐、ようこそ。歓迎致します。商
工会議所青年部の新年会が来週予
定されていましたが、かなり赤に
近い黄色信号状態です。

・欠 畑君　ニコ　オミクロンに負けない！ようこそ、
小比類巻ガバナー補佐。

・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・芋 田君　ニコ　小比類巻ガバナー補佐の訪問に敬意

を表して。
・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・田中（健）君　ニコ　よろしくお願いします。
・柿 本君　ニコ　小比類巻ガバナー補佐を歓迎致しま

す。
・大 久 保君　ニコ　ガバナー補佐を歓迎して。
・ 泉 君　ニコ　今年もよろしくお願いします。
・カ ン　　　　　1,308 円

・１月のロータリーレート　115 円／＄
・地区事務所から、ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会の案

内が来ました。
　　日時：２月 14 日（月）～ 20 日（日）の期間に
　　　　　個々開催
　　場所：個別開催
　　概要：ゴルフゲームを通じて「寄付の精神」で世界
　　　　　を一つにする。

参加者はロータリー財団（ポリオ）に最低
50 米ドルを寄付する。
プレーヤーはラウンド終了後、スコアをネッ
トでプレー当日午後７時までに提出する。

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　最近コロナの感染者数が、十和田市でも青森県でも急
激に増加してきていて、皆さんも色々な予定が狂ってき
ているかと思いますが、当クラブの今後の１月、２月の
例会運営についても協議しなければなりませんので、皆
様のご協力をお願いします。

・小比類巻雅祥東第２グループガバナー補佐より、東第
２グループ・インターシティミーティング（ＩＭ）並
びに三沢ＲＣ創立記念例会の案内が来ました。

　　日　時：２月 27 日（日）
　　　　　　登録受付　10 時 30 分～
　　　　　　ＩＭ開始　11 時 00 分～
　　　　　　懇親会　　13 時 00 分～
　　会　場：きざん三沢（三沢市堀口 17―128）
　　登録料：6,000 円
※尚、コロナ感染状況により開催の中止や延期の可能性

があるため、今回は出欠を取らずにお知らせのみしま
す。改めて開催の案内が来たら、出欠確認を取ります。

小比類巻 雅祥 様
（東第２グループガバナー補佐・三沢ＲＣ）

      ビジター

・地区事務所から、地区資金下期納入のお願いが来まし
た。

　　地区資金（一般会員）
12,500 円× 27 名＝ 337,500 円

　　ガバナー会運営協力金（下期分）
100 円× 27 名＝ 2,700 円

　　ロータリー文庫運営協力金（下期分）
100 円× 27 名＝ 2,700 円

　　RIJYEM 維持協力金（下期分）
100 円× 27 名＝ 2,700 円

　　米山梅吉記念館協力金（全期分）
100 円× 27 名＝ 2,700 円

　　当クラブの下期会費の納入状況を確認しながら送金
します。

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、下期普
通寄付金のお願いが来ました。

1,500 円× 27 名＝ 40,500 円
２月４日（金）に送金します。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計
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第 2935回例会
令和４年１月 20 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長新年卓話　芋 田　一 志  会 長

　本日は大寒で非常に寒くなっています。青森県のコロ
ナ感染者数が 284 人と増え、どこまで増えるか気にな
るところです。世の中では、トンガの大規模噴火があっ
たり、ロシアによるウクライナ問題であったり、北京オ
リンピック 2022 が開催されるのか、なども気になりま
すが、このような時こそ、ロータリー精神をもって活動
して行きたいと思いますので、宜しくお願いします。

ガバナー補佐挨拶　
小比類巻雅祥東第２グループガバナー補佐

　新年の挨拶に参りました。改めまして、明けましてお
めでとうございます。新年の挨拶に各クラブを回るに際
して、ＰＣＲ検査を受け、無事陰性でした。
　２月 27 日（日）にインターシティミーティング（ＩＭ）
並びに三沢ＲＣ創立記念例会を、きざん三沢で開催しま
すので、参加の程よろしくお願いします。しかしながら、
最近のコロナ感染者数の増加により、中止か延期も考え
られますので、改めて案内します。

      ニコニコ BOX

・芋 田君　ニコ　コロナに負けないよう、頑張りま
しょう。

・欠 畑君　ニコ　大寒！おいしい季節です。オミクロ
ンもピークアウト近しか？２月中
旬と見た。頑張ろう！

・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・田中（健）君　ニコ　よろしくお願いします。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・佐 々 木君　ニコ　よろしくお願いします。
・高 村君　ニコ　よろしく。
・カ ン　　　　　1,009 円

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、米山功
労者の感謝状が来ましたので芋田一志会長より渡しまし
た。
・大竹正貴会員　　10 万円超えの第１回米山功労者。
・堰野端展雄会員　10 万円超えの第１回米山功労者。

米山功労者の表彰

クラブ協議会兼理事会

１）１月、２月例会運営の件
１月 20 日（木）の昼例会は、時間短縮して開催し、
昼食はお弁当の持ち帰りとする。
１月 27 日（木）の夜例会は、昼例会に変更したう
えで、時間短縮して開催し、昼食はお弁当の持ち帰
りとする。
１月 20 日（木）27 日（木）とも開催場所は十和
田倶楽部。
２月の例会運営については、もうしばらくコロナ感
染者数の状況を見て、１月 27 日（木）の昼例会に
て協議する。

上記の通り全員一致で承認

　初心にかえり、ＲＩ会長のＲＩテーマをもう一度再確
認したいと思います。
　（2021 ～ 22 活動計画と報告の９・10 ページ、クラ
ブ活動方針参照）

幹事報告　幹事代理　金 沢 守 昭  会計

・十和田ＲＣの会報が来たので回覧します。
・ハイライトよねやまが来たので回覧します。
・地区事務所から、地区チーム研修セミナーの案内が来

ました。
　　対 象 者：白山春男会員（次期地区国際奉仕委員会委員長）
　　　　　　　欠畑茂治会員（次期地区ＲＬＩ委員会委員）
　　日　　時：２月 26 日（土）

13：30 ～ 17：25　地区チーム研修セミナー
17：30 ～ 18：45　懇親会（希望者のみ）

　　場　　所：ホテル青森（青森市堤町１―１―23）
　　懇親会費：5,000 円
　　締　　切：２月 10 日（木）クラブ一括登録申込
　　※ＺＯＯＭでの参加可

米山功労者の表彰（左：大竹正貴会員、右：堰野端展雄会員）米山功労者の表彰（左：大竹正貴会員、右：堰野端展雄会員）
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第 2936回例会
令和４年１月 27 日（木）12：30 ～
於：十和田倶楽部

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　昨日の青森県のコロナ感染者数が 362 人まで増え、
愕然としています。様々な活動に気を付けなければなら
ない中、地区のスローガン『Let’s Enjoy Rotary Life　
ロータリーライフを楽しもう』を掲げた成田ガバナーも
非常に困っていると思います。

『ロータリーの目的』の再確認（2021 ～ 22 活動計画と
報告Ｐ３参照）

　山端政博十和田ＲＣ会長より電話があり、４月開催予
定の十和田市内３クラブ合同例会について、昨今のコロ
ナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、開催は難しいか
もしれないとの連絡がありました。

      ニコニコ BOX

・欠 畑君　ニコ　2022 年も１ヶ月が過ぎる。オミク
ロンとの戦いももうしばらく続き
そうだ。２月中旬のピークアウト
を願う。

・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・佐 々 木君　ニコ　よろしくお願いします。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・堰 野 端君　ニコ　またまた、感染拡大！皆様、ご自愛

を！
・芋 田君　ニコ　コロナに負けることなく頑張りま

しょう。
・大 下 内君　ニコ　オミクロン最悪。
・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・白 濵君　ニコ　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　　1,117 円

・幹事が欠席の場合の例会運営について。　
　本来であれば、副幹事が幹事の代わりに例会運営を
する。しかしながら、例会運営未経験のままでは対応
が難しいため、今後は機会を見て、幹事が補助をしな
がら副幹事が例会運営をして経験知を得て、幹事の代
役が出来るようにしていく。

・１月27日（木）の例会の確認
　先週のクラブ協議会兼理事会で決定した通り、夜例
会を昼例会に変更したうえで、時間短縮して開催し、
昼食はお弁当の持ち帰りとする。開催場所は、十和田
倶楽部。

・地区事務所から、地区資金下期納入のお願いが来てい
たので、
　地区資金（一般会員）

12,500円×27名＝337,500円
　ガバナー会運営協力金（下期分）

100円×27名＝2,700円
　ロータリー文庫運営協力金（下期分）

100円×27名＝2,700円
　RIJYEM 維持協力金（下期分）

100円×27名＝2,700円
　米山梅吉記念館協力金（全期分）

100円×27名＝2,700円
合計348,300円を、本日送金します。

クラブフォーラム

幹事報告　幹事代理　大 竹 正 貴  副幹事

・源新和彦 2020―21 年度ガバナーから、2020―21 年
次活動報告書が来ました。

・オクトンから、商品価格の改定についてのお知らせが
来ました。（３月１日（火）注文分より）

・ＲＩＪＹＥＭ危機管理支援委員会より、ＬＩＮＥによ
る詐欺被害がロータリー関係者内で発生したとのお知
らせが来ました。

・小比類巻雅祥東第２グループガバナー補佐より、東第
２グループ・インターシティミーティング（ＩＭ）の
延期のお知らせが来ました。

・ＲＩ日本事務局より、2022 年１月クラブ請求書発行
の遅延のお知らせが来ました。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 6 －

今 後 の 予 定

3 日（木） 12:30　第 2941 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
10 日（木） 12:30　第 2942 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：外部講師「幻の穴堰」ガイド担当者卓話
　　　　　　　演題：「幻の穴堰」について
12 日（土）2022-23 会長エレクト研修セミナー（PETS）：
　　　　　はねやホテル（むつ市）
17 日（木） 12:30　第 2943 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　次年度について
24 日（木） 18:30　第 2944 回例会：（未定）
　　　　　夜：春の宴例会

3 日（木） 第 2937 回例会：十和田倶楽部
　　　　　【コロナ感染拡大のため休会】
10 日（木） 第 2938 回例会：十和田倶楽部
　　　　　【コロナ感染拡大のため休会】
17 日（木）第 2939 回例会：十和田倶楽部
　　　　　【コロナ感染拡大のため休会】
24 日（木） 12:30　第 2940 回例会：十和田倶楽部
　　　　　【創立記念夜例会を昼例会に変更（短縮）】
26 日（土） 2022-23 地区チーム研修セミナー：ホテル青森
　　　　　【３月５日（土）へ延期】

3月

2月

水と衛生月間

平和構築と紛争予防月間

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、下期普
通寄付金のお願いが来ていましたので２月３日（木）
に送金します。
　　1,500円×27名＝40,500円

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、第６回
米山功労クラブ（特別寄付額 600 万円超え）の感謝状
が来たので、芋田一志会長よりクラブの代表として堰野
端展雄直前会長に渡しました。

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会から、米山功
労者の感謝状が来ましたので芋田一志会長より渡しまし
た。
・白濵道義会員　　10 万円超えの第１回米山功労者。

米山功労者の表彰

米山功労クラブの表彰

クラブ協議会兼理事会

１）２月例会開催の件
　　昨今のコロナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、
　　　２月 3 日（木）昼例会　休会
　　　２月 10 日（木）昼例会　休会
　　　２月 17 日（木）昼例会　休会
　　　２月 24 日（木）夜例会　昼例会に変更したうえ

で、開催時間を短縮して開催し、昼食はお弁当の
持ち帰りとする。会場は十和田倶楽部。

３月の例会については、２月 24 日（木）昼例会時
に協議する。

２）2022―23 年度ＲＩテーマ旗購入の件
　　オクトンより購入する。
　　価格：8,800 円
上記の通り全員一致で承認

会計報告　金 沢 守 昭  会 計

米山功労者の表彰（右：白濵道義会員）米山功労者の表彰（右：白濵道義会員）

米山功労クラブの表彰（右：堰野端展雄直前会長）米山功労クラブの表彰（右：堰野端展雄直前会長）


