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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）

No.9
2022.3.3

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。

　芋田会長が体調不良により欠席のため代わりに挨拶し
ます。コロナ禍の状況がいまだに良くならないので、３
月例会の開催について理事会に諮りたいと思いますの
で、宜しくお願いします。

      ニコニコ BOX

・白 山君　ニコ　よろしく。
・田中（健）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。
・高 村君　ニコ　よろしく。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・田中（幹）君　ニコ　皆さんこんにちは。ごぶさたしてお

ります。
・堰 野 端君　ニコ　春遠からじ！皆様、ご自愛を。
・溝 口君　ニコ　よろしくお願いします。
・金 沢君　ニコ　皆さま、ごぶさたです。なんとか無

事です。
・佐 々 木君　ニコ　皆さまお久しぶりです。体調には十

分ご留意ください。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　　2,039 円

第 2937回例会
令和４年２月３日（木）：昼の例会
コロナウイルス感染症対策のため休会

第 2938回例会
令和４年２月 10 日（木）：昼の例会
コロナウイルス感染症対策のため休会

第 2939回例会
令和４年２月 17 日（木）：昼の例会
コロナウイルス感染症対策のため休会

第 2940回例会
令和４年２月 24 日（木）12：30 ～

（創立記念夜例会を、コロナウイルス感
染症対策のため昼例会に変更して開催）
於：十和田俱楽部

会長挨拶　会長代理　佐々木 紀仁 副会長
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クラブ協議会兼理事会

１）３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、
３月 3日（木）昼例会　時間短縮して開催し、昼

食はお弁当の持ち帰りとする。
３月 10日（木）昼例会　通常通り会食ありの例会

を開催。（外部講師卓話）
３月 17日（木）昼例会　通常通り会食ありの例会

を開催。
３月 24日（木）夜例会　ホテルポニー温泉にて春

の宴夜例会を開催予定。
　　　　　　　　　　３月10日（木）例会にて最終決定。
２）地区チーム研修セミナー登録料の件
　　慣例にしたがい、登録料の半額を会より補助する。

３）会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）登録料の件
　　慣例にしたがい、登録料の半額を会より補助する。
４）例会会場の件
現例会会場の十和田倶楽部が、2022 年３月 31 日
（木）で閉館するため、新たな例会会場をサン・ロ
イヤルとわだとする。
住　所：〒 034-0031　十和田市東三番町 37-7
ＴＥＬ：0176-23-2266
ＦＡＸ：0176-23-2627
例会の開催方法（日章旗やロータリー旗、演台の設
置など）に関しては、今後協議していく。

５）公式訪問日程の件
　　日時：８月４日（木）
　　　　　16：00～　　　　　会長幹事面談
　　　　　17：00～　　　　　クラブ協議会
　　　　　18：30～ 19：30　公式訪問例会
　　場所：サン・ロイヤルとわだ
上記の通り全員一致で承認

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・ＲＩ会員増強担当部から、『会員増強報告：クラブの
強化を図る』が来ました。
・地区事務所から、2022 年国際ロータリー年次大会　
ヒューストン大会　参加旅行募集案内が来ました。
　日時：６月４日（土）～８日（水）
　場所：米国テキサス州ヒューストン
・地区事務所から、会長エレクト研修セミナー（PETS）
開催の案内が来ました。
　日時：３月 19日（土）13：00～ 17：30　セミナー
　 18：00～ 20：00　懇親会
　　　　３月 20日（日） 9：00～ 14：40　セミナー
　場所：むつグランドホテル（むつ市田名部下道４）
・ＲＩ日本事務局から、クラブ・地区支援室メッセージ
がきました。
・ハイライトよねやまが来ました。
・地区事務所から、ＰＨＳ（ポール・ハリス・ソサエティ）
認証式の案内が来ました。
　前夜祭　日時：４月 23日（土）18時～
　　　　　場所：札幌ビール園
　認証式　日時：４月 24日（日）11時～
　　　　　場所：プレミアホテル－TSUBAKI－札幌
・友事務所から、時差出勤と在宅勤務併用のお知らせが
来ました。
　概ね２月末まで。
・地区事務所から、欠畑茂治地区ＲＬＩ委員会委員に
ディスカッションリーダー就任の依頼及びＤＬ研修会
の案内がきました。
・地区事務所から、2022 － 23 年度ガバナー公式訪問
日程についてが来ました。
　日時：８月４日（木）
　　　　16：00～　　　　　会長幹事面談
　　　　17：00～　　　　　クラブ協議会
　　　　18：30～ 19：30　公式訪問例会
　場所：十和田倶楽部　→　サン・ロイヤルとわだ
（2022 年３月31日（木）で十和田倶楽部閉館のため）

今 後 の 予 定

7 日（木） 12:30　第 2945 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
14 日（木） 12:30　第 2946 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：ポリオ委員長卓話
　　　　　　　演題：ポリオについて
21 日（木） 18:30　第 2947 回例会：（未定）
　　　　　夜：十和田市内３クラブ合同例会（予定）
　　　　　　　主管：十和田 RC
28 日（木） 　第 2948 回例会：三木野公園
　　　　　早朝例会：清掃活動＆朝粥例会

3 日（木） 12:30　第 2941 回例会：十和田倶楽部
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
　　　　　　　〈短時間開催・お弁当対応〉
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
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
19 日（土）～ 20 日（日）
　　　　　2022-23 会長エレクト研修セミナー（PETS）
　　　　　むつグランドホテル
24 日（木） 18:30　第 2944 回例会：ホテル ポニー温泉（予定）
　　　　　夜：春の宴例会

4月

3月

母子の健康月間

水と衛生月間


