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2019～2020 NO.２2019・08・01
例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田富士屋ホテル TEL0176-22-7111

会　　長　佐々木　紀　仁

幹　　事　白　濵　道　義

広報委員長　大久保　一　穂

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

昼の例会12:30～ 13:30
詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー
（米国アラバマ州　ジケーターＲＣ）

　第２８１３回例会
　平成31年７月４日（木）12:30～
　於：富士屋グランドホール

■ニコニコＢＯＸ
・大下内君　財　佐々木会長白濵幹事
　　　　　　　　一年間ヨロシクお願いします
・佐々木君　財　いよいよ新年度がスタートし
　　　ました。今年度一年よろしくお願いしま
　　　す。
・高村君　財　佐々木会長白濵幹事
　　　　　　　　　　　　　　一年間よろしく
・欠畑君　財　佐々木会長チームのスタート！
　　　　　　　　　　　　　　　　めでたい！
・金沢君　財　本当に一年間お世話になりまし
　　　た。佐々木会長白濵幹事がんばりましょ
　　　う。
・照井君　財　よろしくお願いします
・泉君　　財　佐々木会長白濵幹事
　　　　　　　　　　　　　　　一年よろしく
・大久保君　財　佐々木会長白濵幹事
　　　　　　　　一年間よろしくお願いします
・白濵君　財　一年間よろしくお願いします
・芋田君　財　佐々木会長白濵幹事
　　　　　　　　　一年間宜しくお願いします
・白山君　財　会長幹事よろしく
・カン＝1,430円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長

　これまでロータリーを学んで大丈夫だから会
長であるという形ではなく、まだまだ学ぶべき
ことが多く、今までのことプラス、さらに会長
職をやって学ぶという、意味合いがあるのかな
と思っています。会長職ではありますが、今年
も皆様からロータリーを学んで行きたいと思っ
ておりますので今年一年間よろしくお願いいた
します。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・米山奨学生サブ世話クラブ引き受けのための
　理事会を後ほど開催します。
■幹事報告　白濵道義幹事

・今年一年間よろしくお願いします。
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・むつＲＣ60thとむつ中央ＲＣ35thの式典参加
　の礼状がきました。
・地区ロータリー財団セミナー
　7/28（日）13:00　青森ケーブルテレビ
　　　　　　　　　　　　　　　　　会議室
　7/19〆切
　参加予定＝佐々木
・第54回インターアクト年次大会
　7/20（土）－21（日）　アピオあおもり
　ロータリアン１万円
　6/28〆切
・南グループＩＭ
　8/3（土）　八戸プラザホテル
　参加予定＝白山、高村、金沢、欠畑、佐々木
■クラブ協議会
　新年度方針発表　佐々木紀仁会長
　クラブのテーマ『共に語り合おう
　　　　　　　　ロータリーの未来へ向けて』
　地区のテーマ『共に変化し行動しよう』
　ＲＩのテーマ『ロータリーは世界をつなぐ』
　今年は55周年です。50周年から60周年に向
かっていく段階での、通過点ととらえていま
す。そういう考え方の下で、今年は式典などは
行いませんが、次につながるような記念事業を
やって、ロータリー以外にもアッピールできる
ようなことを考えています。
■理事会
１）新年度年会費納入の件
    一人分　年会費     　　　　65,000円
            特別寄付金     　　15,000円
            地区大会協力金    　2,000円
            ガバナー会運営協力金　100円
            ロータリー文庫協力金　150円
            RI JYEC維持運営費   　100円
                          計 　82,350円
２）休会扱いの件
　　江渡会員
　　年会費　休会扱いで半額とする
　　他の寄付金や負担金は全額徴収
３）例会場変更の件
　　８月より例会場を
　　十和田富士屋ホテルとする。
　　グランドホールは閉館予定

４）7/25の夜例会の件
　　日時　７月25日18:30
　　場所　グランドホール
　　会費　５千円
　　８月の昼の例会は十和田富士屋ホテル
　　8/22の公式訪問はグランドホール
５）米山奨学生サブ世話クラブの件
　　サブ世話クラブを引き受ける
■ロータリーの友の解説
　欠畑茂治ロータリー情報・雑誌委員長
■南部ＲＣ創立50周年記念式典報告
　　　　高村和雄副会長

　第２８１４回例会
　平成31年７月11日（木）12:30～
　於：富士屋グランドホール

■ニコニコＢＯＸ
・芋田君　財　よろしく
・大久保君　財　よろしく
・布施君　財　よろしく
・竹島君　財　よろしくお願いします
・金沢君　財　来週十和田ＲＣ、再来週
　　　　十和田八甲ＲＣ例会に出席します。
・佐々木君　財　先週に引き続き不慣れな部分
　　　　も多々あるかと思いますがよろしくお
　　　　願いします。
・白濵君　財　宜しくお願いします
・高村君　財　よろしく
・カン＝1,090円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　（ＲＩのテーマ説明）中央の濃い青の円は地
球を表現し、天地左右に飛びだしてるのは東西
南北、カラーは様々な人種を表現しています。
様々な人種に絡んでる青い色はロータリーを表
してるそうです。ＲＩ会長の『世界をつなぐ』
という意味からこのようなマークにしたそうで
す。
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■会長報告　佐々木紀仁会長
・地区から地区大会で表彰する地区表彰の問い
　合わせが来ています。
・第18回全国ロータリー囲碁大会
　10/5（土）　於：日本棋院
　　　　　　　（東京都・JR市ケ谷駅）
　登録料７千円　9/27〆切
・十和田湖マラソン大会が7/7（日）に開催さ
　れました。ご協力くださった方々には感謝し
　ます。参加者は400人余りだそうです。
■幹事報告　白濵道義幹事
　今日はありません
■クラブ協議会兼理事会
１）2018-2019年度決算書
　　説明：大久保副会計
２）2019-2020年度地区資金支払いの件
　　説明：大久保副会計
　　上期一人14,850円×28名分
上記の通り全員一致で承認
■会員卓話
〇竹島会員
　サービス付き高齢者住宅に訪問介護のサービ
スで入っていて、そのお話をします。
　最近『みとり』という言葉を聞いたことがあ
ると思います。これから皆さんだったらどうす
るか、最期に延命をやるかどうか施設にはい
いって来るときに相談します。鼻から栄養をと
るか、あるいは酸素はどうするか、とか家族の
方と相談して、本人の希望通りにやるというこ
とになると思います。これから終活というか、
必要になってくると思います。

　第２８１５回例会
　平成31年７月18日（木）12:30～
　於：富士屋グランドホール

■ニコニコＢＯＸ
・高村君　財　よろしく
・布施君　財　よろしく
・江渡君　財　よろしく
・芋田君　財　よろしく
・佐々木君　財　漆畑さん歓迎します
・泉君　　財　江渡さんしばらくでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしく

・白濵君　財　漆畑さん、
　　　　　　　　　　ようこそ東ロータリーへ
・大久保君　財　漆畑新会員を歓迎します
・金沢君　江渡さんお久しぶりです。お互い健
　　　康には気をつけましょう。漆畑さんご入
　　　会ありがとうございます。これからよろ
　　　しくです。
・溝口君　財　お陰様で今月末に50周年記念展
　　　示会開催します。案内順次出してました
　　　ので宜しければぜひご来店下さいませ！
・カン＝1,300円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
  本日は新会員として漆畑さんがお見えです。
あとで入会セレモニーをしたいと思いますので
よろしくお願いします。
■新会員入会セレモニー
〇新会員紹介　スポンサー　芋田会員
〇入会宣誓書朗読　漆畑新会員
〇入会記念品進呈
　四つのテスト額、帽子等を進呈

〇ロータリーバッジ進呈

〇漆畑新会員入会の挨拶
　皆様のご指導の下、地域に奉仕活動できるよ
うに頑張ります。これからもよろしくお願いた
します。
〇歓迎の言葉　佐々木会長
　今年度のＲＩのテーマ『ロータリーは世界を
つなぐ』のごとく、人と人とのつながりでこち
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らのクラブに入会されたと思いますので、これ
からより一層皆さんとコミュニケーションをと
り、楽しいロータリーライフを過ごしていただ
ければいいと思いますのでよろしくお願いいた
します。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・8/24とわだ面接セミナーにご協力ください　
　と、十和田ＲＣの十枝内さんから来ました。
・7/28の財団セミナーに行ってきます。
■幹事報告　白濵道義幹事
・小さな親切運動（柴田康秀会長）より
　奥入瀬川クリーン作戦
　8/4（日）8:30スタート
　奥入瀬川河川敷の清掃
　7/20〆切
■クラブ協議会兼理事会
１）次期活動計画の件
　　説明：大久保副会計
２）９月の夜例会の件
    ９月26日（木）18:30
　　ハルピン飯店
　　会費５千円
    家族千円（小学生以下無料）
上記の通り全員一致で承認
■卓話
○江渡会員
　久しぶりに昼の例会に来ました。これからま
じめに頑張りたいと思いますので宜しくお願い
致します。
○布施会員
　業界ですこし忙しくしておりますが、中国で
アフリカトンコレラというのがはやっていまし
て、これが猪を媒体としているから、猪を捕獲
しなければなりませんが、青森県にもいよいよ
猪が目撃されるようになりました。そこでワク
チン摂取をしようかどうしようかという動きに
なっています。青森空港にはいま、中国人や台
湾人がいっぱい来るようになりました。病気と
の闘いというか、見えない敵との戦いが始まっ
たな、と思います。

　第２８１６回例会
　平成31年７月25日（木）18:30～
　於：富士屋グランドホール
　新年度親睦家族例会

■家族参加者
・江渡会員夫人
・田中会員夫人
・竹島会員夫人
・漆畑会員夫人とお子様
■ニコニコＢＯＸ
・工藤君　財　宜しくお願い致します
・柿本君　財　宜しくお願いします
・白濵君　財　本日は大勢の参加ありがとうご
　　　ざいます。来月の公式訪問も宜しくお願
　　　いします。
・高村君　財　よろしく
・竹島君　財　よろしくお願いします
・漆畑君　財　みなさんの名前や顔を早く覚え
　　　て、楽しく活動していきたいです。
・欠畑君　財　夏本番へ！決してゴルフ帰りで
　　　はありません！
・江渡君　財　よろしく
・大下内君　財　ヨロシク
・芋田君　財　よろしく
・金沢君　財　暑いです。今日は十和田八甲　
　　　ロータリーの例会に出席しました。
・田中君　財　こんばんわ。
　　　　　　　　やっと暑くなりましたネ！
・佐々木君　財　会長になって初の夜例会で　
　　　す。よろしくお願いします
・中野渡君　財　みなさま、
　　　　　　　　　　ごぶさたしております。
・カン＝1,760円

　　　　　　　　　乾杯!!
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　　　　　　白濵幹事と佐々木会長

　　　　　　肴倉前幹事と金沢前会長
　お誕生会は肴倉前幹事のお祝いになりました

家族例会で奥さんやお子さんの参加がありました

2019年
８月　会員増強・新クラブ結成推進月間
  1日(木)12:30　第2817回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　公式訪問について
　　『友』の解説
　3日(土)15:30　南グループＩＭ
　　　　　　　　　　　　　　：八戸プラザホテル
　　　ＲＩ会長マーク・Ｄ・マローニー氏参加
  8日(木)12:30　第2818回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：委員長卓話　会員増強委員長
10日(土)15:00　第１回クラブ拡大・
　　　　　　　会員増強委員会セミナー
　　　　　　　　　　　　　　：青森国際ホテル
※15日(木)　お盆のため例会はありません。
22日(木)　第2819回例会：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ
　　夜：ガバナー公式訪問
　　16:00　会長幹事面談
　　17:00　クラブ協議会
　　18:30　公式訪問例会　卓話：沼田ガバナー
24日(土)　とわだ面接セミナー：市民文化センター
29日(木)12:30　第2820回例会
　　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会

９月　基本的教育と識字率向上月間
　　　　　　　　・ロータリーの友月間
  5日(木)12:30　第2821回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
  7日(土)　(地区)女性から見た会員増強セミナー
　　　　　　　　　　　　　　：青森国際ホテル
12日(木)12:30　第2822回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：社会奉仕委員長卓話
19日(木)12:30　第2823回例会
　　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブフォーラム(55周年について)
26日(木)18:30　第2824回例会：ハルピン飯店
　　夜：収穫感謝家族例会
28日(土)会長幹事会議・ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
　　　　　　　　　　　　　　：青森国際ホテル
29日(日)地区大会
：リンクモア平安閣市民ホール・青森国際ホテル

これからの予定
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2019～2020 NO.３2019・09・05
例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田富士屋ホテル TEL0176-22-7111

会　　長　佐々木　紀　仁

幹　　事　白　濵　道　義

広報委員長　大久保　一　穂

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

昼の例会12:30～ 13:30
詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー
（米国アラバマ州　ジケーターＲＣ）

　第２８１７回例会
　令和元年８月１日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・泉君　　財　よろしく
・江渡君　財　宜しく
・溝口君　財　お陰様で無事50周年展示会を終
　　　　えました。これからもよろしくお願い
　　　　いたします。ありがとうございます。
・堰野端君　財　ごぶさたしてます！いろいろ
　　　　と終わりましたのでこれから頑張りま
　　　　す。
・欠畑君　財　梅雨明け！８月商戦スタート！
　　　　　　　　　　　　　　　　がんばる！
・白濵君　財　宜しくお願いします
・大久保君　財　よろしく
・柿本君　財　富士屋ホテルでの初めての
　　　例会、心機一転活動して行きましょう。
・佐々木君　財　会場も変わり心機一転
　　　　　　　　　がんばっていきましょう。
・芋田君　財　よろしく
・大下内君　財　間違えてグランドホールに
　　　　　　　　　　　行ってから来ました。
・金沢君　財　暑いので途中退室します。
　　　　　　　　　　　　　　　すみません。
・布施君　財　よろしく
・高村君　財　よろしく
・カン＝1,415円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　８月はロータリーでは公式訪問があったり個
人的にはお盆があったりとなにかと忙しい月に
なますが、ロータリーにもご参加いただきます
ようお願い致します。
　それから、今後は会長挨拶のあとにすぐにニ
コニコの発表をしたいと思います。さすがにカ
ンまではまだ集計が出来てないと思いますの
で、ニコニコの用紙の読み上げだけやりたいと
思います。せっかく皆様からいただいたもので
すから後回しにせずに発表したいと思っていま
す。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・7/28青森市で開催された財団セミナーに私が
　出席して参りました。
　ポリオは今後「撲滅」ではなくて「根絶」と
　いう表記に変えていく。
　財団の補助金に関しては地区内の全クラブが
　申請するように。
・十和田商工会議所青年部30周年記念式典
　10/5（土）午後６時から　登録料１万円
■幹事報告　白濵道義幹事
・グランドホールの夜の例会は８月22日木曜日
　公式訪問が最後になります。それ以外は十和
　田富士屋ホテルで行います。
・8/3の南グループのＩＭは、５名の参加で　
　す。
・奥入瀬川クリーン作戦
　参加予定＝芋田、金沢
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■ロータリーの友の解説
　欠畑茂治ロータリー情報・雑誌委員長
■クラブ協議会兼理事会
１）当クラブホームページ作成料支払いの件
　　委託先：サンコウゲイプラス
　　初期作成料：５万円
　　管理料：月額６千円
    年一括払いとする。
２）昨年度剰余金の振り替えの件
    夢基金特別会計へ10万円
    周年記念特別会計へ15万円
    姉妹クラブ交流特別会計へ15万円
    　一般会計の通帳からそれぞれの通帳へ振
　　り替える。
上記の通り全員一致で承認
■ロータリーの友の解説
　欠畑茂治ロータリー情報・雑誌委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第２８１８回例会
　令和元年８月８日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ビジター
・太田　薫様（十和田ＲＣ会長）
・田島一史様（十和田八甲ＲＣ会長）
・小川秀樹様（十和田八甲ＲＣ幹事）
■ニコニコＢＯＸ
・太田様　ニコ　今年度の会長として東クラブ
　　　さんへご挨拶に伺いました。1年間宜し
　　　くお願いします。
・田島様　ニコ　今年一年教わることが沢山あ
　　　ると思います。
　　　よろしくおねがいします。
・小川様　ニコ　一年間お世話になります。
　　　　　　　　　　よろしくお願いします。
・溝口君　財　十和田クラブ、十和田八甲クラ
　　　　　　　　　　ブの方々を歓迎します。
・江渡君　財　宜しく
・白濵君　財　ねぶた期間終了で一段落です　
　　　が、お盆商戦も頑張ります。太田会長、
　　　田島会長、小川幹事、今日はありがとう
　　　ございます。
・泉君　財　ヨロシク

・柿本君　財　十和田ＲＣ太田会長、十和田八
　　　甲ＲＣ田島会長、小川幹事歓迎します。
・大久保君　財　十和田クラブ、十和田八甲ク
　　　　　　　　　ラブの方々を歓迎します。
・金沢君　財　田島会長、小川幹事ようこそ。
　　　　　　　　　　　　　歓迎いたします。
・芋田君　財　よろしく
・高村君　財　十和田八甲クラブの皆様
　　　　　　　　　　　ごくろうさまです。
・布施君　財　十和田八甲ＲＣ田島会長
　　　　　　　　　　　小川幹事を歓迎して
・佐々木君　財　十和田ＲＣ太田会長、八甲Ｒ
　　　Ｃ田島会長、小川幹事ようこそ。歓迎い
　　　たします。
・カン＝1,230円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
 　今年の11月に市内３クラブ合同例会となり
ますので、両クラブにはお世話になると思いま
すので宜しくお願い致します。
　南グループのＩＭに、私と金沢、白山、高
村、欠畑さん達５人で参加しマローニーＲＩ会
長のお話を聞いてきました。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・地区大会の信任状が来ましたので、慣例によ
　り私、会長が選挙人として提出させていただ
　きます。
・南グループのＩＭには、九州や遠くの方から
　各地区のガバナーも参加しておりました。　
　マローニーＲＩ会長が来るというのでわざわ
　ざ参加したのでしょう。
　パンフの中に職業奉仕12章が入っていまし　
　た。
　1）自分の職業に誇りを持つことから
　　職業奉仕は始まる
  2）天与の職業を愛情を持って育てることは
　　職業奉仕だ
  3）どんな仕事でも有用でそれを
　　継続することは職業奉仕だ
  4）事業の経営に善の努力をすることこそ
　　職業奉仕だ
  5）社員教育に熱意を注ぐのは立派な
　　職業奉仕だ
  6）社員の福祉を図り幸福を願う事は
　　職業奉仕だ
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  7）業界の発展のために力を尽くすのは
　　職業奉仕だ
  8）職業倫理を高めることは職業奉仕だ
  9）常に相手の身になって共存共栄を図るこ
　　とは職業奉仕だ
 10）自分の職業の水準と品位を高める努力は
　　職業奉仕だ
 11）例会で多くの人と職業上の理解を深める
　　ことは職業奉仕だ
 12) 売り手良し、買い手良し、世間良しは
　　職業奉仕だ
　（※原本は「12）『四つのテスト』それは職
　　　業奉仕そのものだ」となっている。）
　これは東京浅草ロータリークラブ職業奉仕委
　員会が作ったそうで、職業奉仕を理解するた
　めの助けになるのではと思いました。
■幹事報告　白濵道義幹事
・地区大会の案内が来ました。
　○9/28（土）
　15:30　会長幹事会議　於：青森国際ホテル
　16:10　指導者養成セミナー　於：同
　18:00　晩餐会　於：同
　○9/29（日）9:50　地区大会
　　　　　　　　　　於：リンクモア平安閣
　12:00　昼食　於：青森国際ホテル
　13:00　午後の部
　15:15　一般公開　記念講演
　　　　　　　　　　於：リンクモア平安閣
　17:30　懇親会　於：青森国際ホテル
■その他の報告
〇副会計より
　ロータリー財団より確定申告用の領収書がき
ました。確定申告の時に利用してください。
〇芋田ロータリー情報・雑誌副委員長
　8/4（日）奥入瀬川クリーンアップ作戦に参
加して、河川敷のゴミを集めてきました。私と
金沢会員の２名の参加でした。

■十和田ＲＣ　太田会長のご挨拶
　

　今現在会員数は34名と家族会員が４名です。
８月24日の「とわだ面接セミナー」が文化セン
ターで行われますが、毎年面接官としてこちら
から参加してもらって感謝しております。そし
て来年４月11日（土）には当クラブ60周年記念
式典があります。これからもよろしくお願いし
ます。
■十和田八甲ＲＣ　田島会長のご挨拶

　大変お世話になっております。今年は当クラ
ブから今ガバナー補佐を出しております。それ
で来年の3/7に東グループの合同ＩＭを計画し
ています。また5/20（水）には十和田市内３ク
ラブ合同例会を予定しています。これからもよ
ろしくお願いいたします。
■十和田八甲ＲＣ　小川幹事のご挨拶

　７月から幹事としてやっておりますが、７月
から葬儀、八戸でのＩＭ、昨日のガバナー公式
訪問と、行事がビチビチと立て込んでとても忙
しい思いをいたしました。それで、早めに十和
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田東に表敬訪問しませんかと、田島会長に言っ
て今回の訪問になりました。合同ＩＭや合同例
会がうちの主管となっており、皆様には大変お
世話になると思いますが、今後ともよろしくお
願いいたします。
■クラブ協議会兼理事会
１）国際平和資金の地区への送金の件
      ＠400円×人数
２）新会員入会の件
　　氏名　ＩＴさん
　　　　　昭和50年８月生まれ
 　　勤務先　ＴＴ
　　　　　　代表取締役
    スポンサー　Ｓ会員
上記の通り全員一致で承認
■クラブ協議会
〇公式訪問のための打ち合わせ

　第２８１９回例会
　令和元年８月22日（木）
　公式訪問例会
　於：富士屋グランドホール
　　　16:00　会長幹事面談
　　　17:00　クラブ協議会
　　　18:30　公式訪問例会

■ビジター
・沼田　廣様（RI2830地区ガバナー・青森）
・今　春淑様
（東第２グループガバナー補佐・十和田八甲）
・石川佳共子様
　　（ロータリーの友地区代表委員・青森）
・長谷川利夫様
　　（ガバナー事務所事務局長・青森）
■ニコニコＢＯＸ
・沼田様　ニコ　皆様にお会いするのを大変楽
　　　しみにして参りました。この一年間どう
　　　ぞ宜しくお願い致します。
・石川様　９月はロータリーの友月間です。こ
　　　れからもロータリーの友をよろしくお願
　　　いします。
・高村君　財　よろしく

・佐々木君　財　沼田ガバナー、今ガバナー補
　　　佐、長谷川事務局長ようこそ。本日はよ
　　　ろしくお願いします。
・田中君　財　皆さんこんばんは。お盆が過ぎ
　　お正月まで…元気でがんばりましょう！！
・金沢君　財　沼田ガバナーようこそ歓迎いた
　　　します。本日は宜しくお願い致します。
・堰野端君　財　沼田ガバナーようこそ
　　　いらっゃいました。会長エレクトとして
　　　緊張感を持ってがんばってまいりたいと
　　　思いますので皆様よろしくお願いいたし
　　　ます。
・欠畑君　財　沼田Ｇようこそ！今ＡＧ、長谷
　　　川事務局長ありがとう！感謝します！
・柿本君　財　沼田ガバナー、今ガバナー補佐
　　　　　　　　　　　　　　を歓迎します。
・白濵君　財　沼田ガバナー、今ガバナー補　
　　　佐、長谷川事務局長、本日はありがとう
　　　ございます。心より歓迎いたします。
・古内君　財　沼田ガバナー、今ガバナー補　
　　佐、長谷川事務局長、石川地区代表委員よ
　　うこそ！
・江渡君　財　宜しく
・大下内君　沼田ガバナー、今ガバナー補佐、
　　長谷川事務局長、よろしくお願いします。
・泉君　財　沼田ガバナーようこそ。
・照井君　財　よろしくお願いします。
・大久保君　財　ガバナーを歓迎して。
・溝口君　財　沼田Ｇ、今Ｇ補佐、
　　　　　　　長谷川事務局長を歓迎します。
・竹島君　財　よろしくお願いします。
・大竹君　沼田ガバナーようこそ。今ガバナー
　　　　　　補佐、長谷川事務局長ようこそ。
・カン＝1,599円
■会長幹事面談　16:00～
　参加者：沼田ガバナー、今ガバナー補佐、
　　　　　長谷川事務局長
　　　　　佐々木紀仁会長、白濵道義幹事
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■クラブ協議会　17:00～
〇沼田ガバナー挨拶

　本日はよろしくお願いいたします。昨日は五
戸と南郷、今日は八戸南とこちらのロータリー
の公式訪問です。こちらは創立55周年だそうで
大いに期待しております。
〇各委員長より本年度の方針発表
〇沼田ガバナー講評

・会員数は27人のチャーターメンバーを達成　
　し、今現在29名。55周年は30人で、60周年に
　は60人になるように期待したい。
・ロータリーの友の巻頭言は、ＲＩ会長の言葉
　で、これは全世界に共通の記事です。世界中
　のロータリアンが読むことになっています。
・会報は原則週報ですが、月報でもよいと思い
　ます。
・先日のセミナーで講師が、会員増強は「火の
　用心」です。なぜかというと気配りして「火
　事」を出さない。退会者を出さないための　
　「火の用心」を、ということです。会員数30
　人以上ないとなかなか資金繰りが厳しい　　
　でょう。繰越金がなかなか出ない。ですから
　人数を増やしてください。
・国際交流で今、白山さんたちに台湾に行って
　もらっています。アクトの翼を再開させたい
　と思っています。
・地区ロータリー財団の地区補助金を申請して
　ください。12/1にこれからセミナーがあり、

　来年３月に申し込みということになります。
・ロータリー財団委員会では、財団のお金の使
　い方を全会員に説明しておいてください。
・10/24の世界ポリオデーにはなにかやりまし
　たか？ぜひ街に出て、ＲＣの活動を市民に分
　かってもらうようにしてください。
・米山奨学生は、この地区では毎年10人です。
　十和田市でも、博士号をとるために一人来て
　います。
・戦略計画委員会は本来では、５年後10年後の
　中長期目標を立ててください。５年後には当
　クラブはどうなっているか、10年後にはどう
　あるべきかを探ってください。
・今年の４月に開催された規定審議会でいろい
　ろと変更がありました。
　　１）メーキャップは１週間前後以内の決ま
　　　　りでしたが、年度内に行えば良い、と
　　　　なりました。
　　２）職業分類は５名以内であれば重複して
　　　　も良い、となっていましたがその制度
　　　　が撤廃されました。
　定款改正がありまして今年の９月すぎには日
　本語に翻訳された定款が出される予定です。
　しかし細目は各クラブで自由に作ってよいと
　なっていますので、会員拡大しやすいように
　色々と自由にやっています。
　毎週顔を合わせなくて、Ｅクラブのように　
　ネットやメールで参加することもできます。
　またお昼の食事はしないで、その分会費を安
　くしているところもあります。法人会員とし
　て、社長じゃなくても出られる、専務でも部
　長でも出席していいという所もある。
〇今ガバナー補佐の挨拶

　今年度からガバナー事務所にエレクト事務所
も一緒に入っている。今後は青森市に固定化の
方向です。今回の地区大会は令和元年の記念に
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多くの人が集まると期待しています。こちらも
できるだけ多くの参加をお願いします。
　次年度のガバナ補佐は十和田ＲＣから出る予
定で、山端政博さんです。
〇石川佳共子ロータリーの友地区代表委員

　２か月に１回東京に全地区の地区代表委員が
集まります。2830地区のロータリーの友への投
稿件数を知りたいと思います。ロータリーの友
に掲載された記事の件数はわかりますが、投稿
された記事の件数が大事かと考えています。皆
さんもロータリーの友に活動内容を投稿してく
ださい。
■公式訪問例会
〇会長挨拶　佐々木紀仁会長

　現在当クラブのMyRotaryへの登録者は41％く
らいです。これを50％upを目指してほしいと思
います。

〇ガバナー挨拶　沼田廣ガバナー
　今年の私のテーマは「共に変化し行動しよ
う」ですので、地区大会のやり方をすこし変え
ました。ＲＩ会長代理を呼ばないことにしまし
た。そのかわり中身の濃い大会にしたいと懸命
に努力していますので多くの参加をお願いしま
す。
（スライドでＲＩ会長の方針を解説）
〇幹事報告　白濵道義幹事
・とわだ面接セミナー
　8/24（土）9:00　於：市民文化センター
　事前打ち合わせ
　　8/20　18:00　富士屋ホテル
　参加予定＝佐々木、欠畑、金沢、白濵
・地区の主要行事の日程や場所の変更が来まし
　た。既に皆さんにはメールで配信されていま
　す。
・女性のための会員基盤向上セミナー
　　9/7（土）14:00　青森国際ホテル
・2020ＲＩ国際大会　
　2020/60/6　ホノルル　ガバナー事務所から
　アンケートが来ました。
　（ガバナーより補足説明：地区としては50名
　の参加を予定していますので、こちらの方か
　らも何名かの参加をお願いします。）
〇卓話　沼田廣ガバナー
（スライドを利用して、マローニＲＩ会長の方
針を説明しました）

二次会で恒例の
お誕生会を行い
ました!!
おめでとう!!
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　第２８２０回例会
　令和元年８月29日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・白山君　財　よろしく
・芋田君　財　よろしく
・江渡君　財　宜しく
・竹島君　財　よろしくお願いします
・金沢君　財　先週お疲れ様でした。
・佐々木君　財　先週のガバナー訪問に多数の
　　　参加を頂きましたありがとうございまし
　　　た。今後も各種大会がありますが、皆様
　　　のご協力をお願いします。
・白濵君　財　公式訪問及び面接セミナー
　　　　　　　　　ありがとうございました。
・大久保君　財　よろしく
・カン＝1,116円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　先週は公式訪問多くの会員にご参加いただき
ありがとうございました。沼田ガバナーなど４
名のお客様がありました。暖かいクラブで非常
に良かったといわれてホッとしました。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・24日には「とわだ面接セミナー」に欠畑、金
　沢、白濵、私の４名で参加してきました。始
　めた頃の高校生と違って、おとなしくなった
　というか、すこしまとまってきたというか、
　そういう印象を受けてきました。
■幹事報告　白濵道義幹事
・先週は公式訪問ありがとうございました。私
　にとって初めてのことで、皆様のおかげで無
　事終えることができました。とわだ面接セミ
　ナーにも４名ほど参加していただいてよかっ
　たと思いました。
・青森労働局から
　「青森働き方改革推進支援センター」のご案
　内とご利用に関するアンケートが来ました。
　支援センターではセミナーへの講師の派遣、
　出張相談会なども開催しているそうです。利
　用を希望するか・しないかアンケートにお答
　えくださいとのことです。

・米山梅吉記念館より賛助会員募集
　　年会費３千円
・地区大会の申し込み
　締め切りが9/5ですので来週確認します。
■羅東訪問報告
　白山春男ポリオ委員長
　8/21に青森空港を午後出発して夜の８時に台
北桃園空港に着きました。宿泊は東京国際飯店
というビジネスホテルでした。一人７、８千円
かな。次の日はタクシーで台北から羅東まで移
動し、タクシー代を割り勘しました。
　羅東扶輪社の会館にいきまして、むこうの会
長さんたちと、話し合いをしてきました。
アクトの翼を再開したいということで、むこう
の高校に訪問して、女性の校長先生と会ってき
ました。実施日は１月そうそうに決まりまし
た。
　今後は、十和田東ロータリークラブと羅東扶
輪社との友好活動の一環として行い、連絡担当
は十和田東ロータリークラブとして窓口を大久
保事務局とする。
参加者＝成田秀治ガバナーノミニー、柴田文彦
インターアクト地区委員長、田中常浩ローター
アクト地区委員、白山春男

　羅東扶輪社の王平安さんから当クラブ
の皆さん全員へお菓子のお土産がありま
した。
　会員全員分を白山会員が託されて、機
内持ち込みで大きなダンボールを持ち
帰ってくれました。白山会員に大変感謝
したいと思います。
　王平安さんは当クラブ創立50周年に来
たかたです。
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■クラブ協議会兼理事会
１）地区大会登録料補助の件
　　会員登録12,000円
    晩餐会　15,000円
    どちらも半額を補助する。
２）新会員入会承認の件
    ２週間前に告示した石田さん
    どなたからも異議が出されなかったので
　　承認されました。
    今後入会交渉してください。
上記の通り全員一致で承認

10月　経済と地域社会の発展・
　　　米山月間
  3日(木)12:30　第2825回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
  3日(木)　八戸ＲＣ60周年
10日(木)12:30　第2826回例会
　　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：委員長卓話　米山奨学生委員長
17日(木)　第2827回例会
　　　　　　　　　　　：十和田富士屋ホテル
　　昼：外部講師卓話
24日(木)18:00　第2828回例会：未定
　　夜：おいらせＲＣとの合同例会
　　　　(主管)十和田東ＲＣ
26日(土)・27日(日)　ＲＬＩ：はまなす会館

2019年
９月　基本的教育と識字率向上月間・
　　　ロータリーの友月間
  5日(木)12:30　第2821回例会
                      ：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
 7日(土)14:00　女性のための
       会員基盤向上セミナー：青森国際ホテル
12日(木)12:30　第2822回例会
                      ：十和田富士屋ホテル
　　昼：委員長卓話　社会奉仕委員長
19日(木)12:30　第2823回例会
                      ：十和田富士屋ホテル
　　昼：クラブフォーラム　55周年について
26日(木)18:30　第2824回例会：ハルピン飯店
　　夜：収穫感謝家族例会
28日(土)・29日(日)　地区大会：青森市
　9/28（土）15:30　会長幹事会議
                      　於：青森国際ホテル
　　　16:10　指導者養成セミナー　於：同
　　　18:00　晩餐会　於：同
　9/29（日）9:50　地区大会
　　　　　　　　　　　於：リンクモア平安閣
　　　12:00　昼食　於：青森国際ホテル
　　　13:00　午後の部
　　　15:15　一般公開　記念講演
　　　　　　　　　　　於：リンクモア平安閣
　　　17:30　懇親会　於：青森国際ホテル

これからの予定



― 9 ―

◎８月３日15:30～　南グループＩＭ　於：八戸プラザホテル・アーバンホール

◎８月24日9:00～　とわだ面接セミナー　於：十和田市民文化センター

マローニーＲＩ会長 マローニーＲＩ会長御夫妻

写真レポート

佐々木会長も面接官として参加しました（左） 金沢直前会長も面接官として
参加しました（左）

欠畑元会長も面接官として参加しました（左） 白濵幹事も面接官として参加しました（左）
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2019～2020 NO.４2019・10・03
例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田富士屋ホテル TEL0176-22-7111

会　　長　佐々木　紀　仁

幹　　事　白　濵　道　義

広報委員長　大久保　一　穂

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

昼の例会12:30～ 13:30
詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー
（米国アラバマ州　ジケーターＲＣ）

　第２８２１回例会
　令和元年９月５日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・江渡君　米　宜しく
・白濵君　米　宜しくお願いします
・大久保君　米　よろしく
・高村君　米　よろしく
・芋田君　米　よろしく
・溝口君　米　よろしく
・欠畑君　米　2019年もラスト４か月。
　　　　　　　　　　　　　　　頑張るぞい！
・大下内君　米　ヨロシクです
・柿本君　米　宜しくお願いします
・白山君　米　よろしく
・泉君　　米　よろしく
・肴倉君　米　お昼の例会久しぶりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨロシク
・カン＝1,419円
■会長挨拶　代理　高村和雄副会長
  佐々木会長から、急きょ会長代理を頼まれま
して、初めて副会長だというのを認識した次第
です。３年前に私が会長の時佐々木さんに幹事
をやってもらいました。そのとき、いかにして
例会の時間を余さないように有効活用したらい
いかということを話し合ったことを思い出しま
す。今日は予定がびっしりのようです。

■幹事報告　白濵道義幹事
・2022-23地区ガバナー候補者（ガバナーノミ　
　ニー・デジグネート）を募集しています。
　11/5締め切り　
　決議書を提出してください。
・青少年育成十和田市民会議
　9/14（土）18:00　十和田市民文化センター
　講話があります。
・佐々木会長と十和田と十和田八甲ＲＣに表敬
　訪問してきました。
・今夜18:30から、菊池つづらさん歓迎会を食
　事処ぶんで開催します。
・9月28日の地区大会は10名参加予定です。
■ロータリーの友の解説
　欠畑茂治ロータリー情報雑誌委員長
■クラブ協議会兼理事会
１）ロータリー財団積み立て及び送金の件
　　上期特別寄付金１万円×29名＝290,000円
　　個人の積み立て７と８月分110,000円
　　計40万円をＲ財団に送る。
　　それで、９月からのニコニコは米山奨学生
　　に入れる。
２）菊池つづらさんを囲む会のつづらさんの会
　　費の件
　　交換留学生の通帳から５千円を補助する。
３）おいらせＲＣとの合同例会の件
　　日時　10月24日　午後６時から
　　場所　スナックビアン
上記の通り全員一致で承認
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　第２８２２回例会
　令和元年９月12日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・金沢君　米　会長４日後お誕生日おめでとう
　　　　　ございます。私はその４日後です。
・大竹君　米　よろしくお願いします
・高村君　米　今晩もよろしく
・白濵君　米　宜しくお願いします
・佐々木君　米　先週は欠席し失礼しました。
　　　　今日の菊池つづらさんの歓迎会よろし
　　　　くお願いします
・大久保君　米　よろしく
・泉君　米　よろしく
・芋田君　米　よろしく
・江渡君　米　宜しく
・布施君　米　よろしく
・大下内君　米　ヨロシク
・溝口君　米　よろしく
・カン＝1,725円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　今月の初めに十和田と十和田八甲ＲＣに表敬
訪問してきました。当クラブと例会のやり方が
少し違って勉強になるなと思いました。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・商工会議所青年部創立30周年記念講演会
　10/5（土）13:00　グランドホール
　講師　槙原寛己氏・参加無料
・商工会議所青年部の式典には、会長代理とし
　て大下内元会長が参加します。
■幹事報告　白濵道義幹事
・本日18:30から菊池つづらさんを囲む会
　於：ぶん
　参加予定は会員10名と菊池家２名
・地区大会は参加10名です。
　前日入り４名＋当日入り６名
・九州北部豪雨災害義援金のお願いがガバナー
　事務所から来ました。
　一人500円以上で
・ロータリーの友より
　ロータリークラブの公共イメージ向上のため
　の小冊子　10冊500円
　会場＝注文する

■クラブ協議会兼理事会
１）十和田市内３ＲＣ合同例会の件
    11/28日18:00   於：富士屋ホテル
    卓話に米山奨学生ワイバ・ゴビンダ君
２）九州北部豪雨災害義援金の件
    20,000円送る
上記の通り全員一致で承認
■卓話
〇社会奉仕について
　　　布施　久奉仕プロジェクト委員長
　「命の花」支援については継続支援として
やっていきます。
　また今後55周年に向けてなにか地域に向け
た、企画できる事業があればと、佐々木会長も
考えているのではないかと思います。それに向
けて一緒に協力していきたいと思っています。
　早朝清掃奉仕は４月23日で、緑地公園は花見
でにぎわっていますので、ごみ拾いしたほうが
いいかとおもいます。さらに続けて29日には囲
碁大会の支援があります。
〇高村和雄副会長
　仕事の話ですが、交通事故で死亡すると遺族
の４人の子供に一人350万円自賠責の方から出
されました。そしたら今まで盆暮れ正月にも家
に来なかった子供たちがすぐに集まって、なん
というかその、お金が絡むと、いいのか悪いの
か、情けない気もしました。

　元交換留学生・菊池つづらさんを囲む会
　令和元年９月12日（木）18:30～
　於：食事処ぶん

菊池つづらさん(左側前から４人目)を
囲んで記念撮影しました。
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　第２８２３回例会
　令和元年９月19日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ビジター
・柴田　文彦様（地区インターアクト委員長・
　　　　　　　　　　　　　　むつ中央ＲＣ）
■ニコニコＢＯＸ
・芋田君　米　よろしく
・江渡君　米　宜しく
・大久保君　米　地区インターアクト委員長
　　　　　　　　　　　　柴田さんを歓迎して
・高村君　米　地区インターアクト委員長
　　　　　　　柴田さん、ごくろうさんです。
・欠畑君　米　秋本番！彼岸ＷＥＥＫ！
・大下内君　米　ヨロシクでーす
・竹島君　米　よろしくお願いします
・大竹君　米　よろしくお願いします
・佐々木君　米　むつ中央ＲＣ柴田さんようこ
　　　　そ歓迎いたします。私も昨日で誕生日
　　　　を迎えいよいよ五十路が近づいて参り
　　　　ました。
・白濵君　米　宜しくお願いします
・堰野端君　朝晩はだいぶ冷えて
　　　　　　　まいりました。皆様御自愛を！
・柿本君　米　宜しくお願いします
・泉君　米　よろしく
・カン＝1,541円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　朝晩寒かったり日中は暑かったりと体調管理
には気を付けてください。私は鼻かぜを引いて
しまいました。台風15号の影響で千葉県の方で
長く停電が続き被害も大きくなって大変な思い
もされている方々もいるかと思います。今後、
義援金の要請もあるかと思いますが対応したい
と思います。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・今年度55周年があります。そのためのクラブ
　フォーラムもありますが、本日の例会後に55
　周年委員会を開催します。

■インターアクトの翼説明
　　　柴田文彦地区インターアクト委員長

・2020年１月１日出発　１月６日帰国
・RI3490地区台湾羅東扶輪社に訪問し、高校を
　見学、交流
・生徒はホームステイする。
・帰国便が取れなくて６日の帰国になります。
・青森直行便と羽田利用と、精査して旅費を計
　算中で、決まりましたらすぐに案内します。
・生徒は20名、顧問の先生、ロータリアン、
　合計40名の予定
■幹事報告　白濵道義幹事
・先週菊池つづらさんがお菓子のお土産を持っ
　てきましたので皆さんに配布しました。
・ＲＬＩの案内
　10/26-27　10:00　於：はまなす会館
　　　　　　　　　　　　　　　（青森市）
　登録料１万円+懇親会５千円
　10/10締め切り
・ロータリー財団から寄付明細がきました。
・先ほどの「アクトの翼」の参加者を募集しま
　す。予定を組んでください。
■クラブ協議会兼理事会
１）10/5商工会議所青年部創立30周年記念式典
　　会長代理の件
　　当クラブからの会長代理として大下内　　
　　元会長が参加します。
　　登録料１万円はクラブ負担。
２）10/17外部講師卓話の件
　　10/17は外部講師卓話で、講師はどなた　
　　に？案としては商工会議所青年部長（蛯沢
　　達彦氏）を考えています。
　　どなたかありましたら会長までお知らせく
　　ださい。
上記の通り全員一致で承認
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　第２８２４回例会
　令和元年９月26日（木）18:30～
　於：ハルピン飯店
　収穫感謝家族例会

これからの予定
2019年
10月　経済と地域社会の発展会員増強・
　　　　　　　　　　　新クラブ結成推進月間
 3日(木)12:30　第2825回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
10日(木)12:30　第2826回例会：富士屋ホテル
　　昼：委員長卓話　米山奨学生委員長
17日(木)　第2827回例会：富士屋ホテル
    昼：外部講師卓話
24日(木)18:00　第2828回例会：スナックビアン
　　夜：おいらせＲＣとの合同例会
　　(主管)十和田東ＲＣ
26日(土)・27日(日)　ＲＬＩ：はまなす会館

11月　ロータリー財団月間
 7日(木)12:30　第2829回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
14日(木)12:30　第2830回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブフォーラム　55周年について
21日(木)12:30　第2831回例会：富士屋ホテル
    昼：委員長卓話　ロータリー財団委員長
28日(木)18:00　第2832回例会：富士屋ホテル
　　夜：十和田市内３ＲＣ合同例会
　　(主管)十和田東ＲＣ
     卓話：米山奨学生ワイバ・ゴビンダ君
　　　　　　　　　　　　　　（青森大学）

■ニコニコＢＯＸ
・鈴木君　米　よろしくお願いします。
■クラブ協議会兼理事会
１）千葉県南部激甚災害義援金の件
    義援金２万円を送金する
上記の通り全員一致で承認

恒例のお誕生
会も開催しま
した。
お誕生日おめ
でとう！



― 5 ―

◎９月28日29日　地区大会　於：青森国際ホテル・リンクモア平安閣市民ホール

写真レポート

基調講演１
元ＲＩ理事　黒田正宏パストガバナー

沼田廣ガバナーの挨拶

基調講演２
ＲＩ研修リーダー　山崎淳一パストガバナー
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2019～2020 NO.５2019・11・07
例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田富士屋ホテル TEL0176-22-7111

会　　長　佐々木　紀　仁

幹　　事　白　濵　道　義

広報委員長　大久保　一　穂

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

昼の例会12:30～ 13:30
詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー
（米国アラバマ州　ジケーターＲＣ）

　第２８２５回例会
　令和元年10月３日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・芋田君　米　よろしく
・高村君　米　よろしく
・金沢君　米　地区大会お疲れ様でした。
　　　55周年の件これから進めていきます。
　　　ご協力お願いします。
・堰野端君　米　よろしくです！
・大久保君　米　金沢さん
　　　　　　　　百周年バッジをありがとう!!
・白濵君　米　宜しくお願いします
・江渡君　米　宜しく
・佐々木君　米　地区大会に参加された皆様
　　　お疲れ様でした。今月、来月の夜例会も
　　　お願い致します。
・泉君　米　早退します
・竹島君　米　よろしくお願いします。
・大竹君　米　よろしくお願いします。
・カン＝1,391円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　地区大会にご参加された皆様ご苦労様でし
た。
 京都南ＲＣの話を聞いてきましたが、会員が
240名くらいのクラブですが例会の参加者が毎
回200名位いるそうです。これですと毎回大会
を開催しているように思えます。なにが大変か
というと、例会の度に駐車場が足りなくて大変

だそうです。今回主管した青森クラブは95名位
で多いと思いましたが、全国規模でみるとまだ
まだ大きいクラブもあるのだなと思いました。
■地区大会表彰
〇米山奨学会寄付成績優秀クラブ
〇ロータリー財団ポリオプラス寄付優秀クラブ

〇米山奨学会寄付優秀ロータリアン賞
　金沢守昭君（寄付10万円超え）
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〇ロータリー財団寄付優秀ロータリアン賞
　佐々木紀仁会長（寄付1,000ドル超え）

さらに、欠畑茂治会員にも、米山奨学会寄付優
秀ロータリアン賞（寄付10万円超え）、布施久
会員は、10年連続100％出席賞を頂きました。
■ロータリー財団より記念バッジが来ました。
○芋田一志会員
　マルチプルポールハリスフェロー
　（5,000ドル超え）

○泉　武男会員
　マルチプルポールハリスフェロー
　（5,000ドル超え）

○金沢守昭会員
　ニューポールハリスフェロー
　（寄付1,000ドル超え）

■創立55周年記念について
　　　　金沢守昭55周年委員長
　これまで式典をやらずに記念事業を小さな親
切運動とタイアップして特別事業をやると動い
てきました。しかし、台湾羅東に訪問するたび
に、式典に行く予定との情報が入ってきまし
た。そこで、すでに新年度が始まって３か月が
たちましたのでそろそろ、どうするか決定しな
ければなりません。祝賀会をやって尚かつ特別
事業もやるのであれば、私は特別事業を担当し
て、羅東さんを招いての祝賀会は別に組織を
作ってやって頂きたいと思います。また羅東さ
んをお呼びして我々と羅東さんだけで祝賀会
を、ということもあると思います。来月の例会
で決めたいと思っています。よろしくお願いし
ます。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・国際ソロプチミスト十和田より恒例の
　チャリティーディナーショーのチケット
　２枚来ました。
　会長幹事が購入します。
　11/16　グランドホール
・ロータリーの友より
　「友と歩む地域と歩む」ロータリーのＰＲ
　小冊子10冊来ました。
・10/5商工会議所青年部創立30周年記念講演
　午後１時からグランドホール
　講師　槙原寛己氏
　　　（スポーツニッポン評論家）
・日本のロータリー100周年記念バッジは
　金沢直前会長から
　皆様への感謝のプ
　レゼントです。
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・10/17の外部講師卓話
　講師は商工会議所青年部蛯沢達彦部長にお願
　いしました。
■幹事報告　白濵道義幹事
・ロータリーレート　108円/＄
・十和田市内３ＲＣ合同例会
　11/28　18:00
　米山奨学生　ワイバ・ゴビンダ君の卓話
・三沢ＲＣ60周年記念　創立記念講演会
　10/13（日）13:30　三沢市公会堂
　ドリー夢メーカーと今を生きる『命の授業』
　講師　腰塚勇人（元中学教師）
　入場無料
・小さな親切運動実行賞授与式
　10/5　15:00　トワーレ
■クラブ協議会兼理事会
１）ソロプチミスト十和田のチケット補助の件
   　 会長幹事が購入する１枚14,000円の
　　半額を補助する。
２）合同例会の卓話講師　講師料の件
    　講師ワイダ・ゴビンダ君
    　登録料５千円をクラブ負担
    　講師謝礼を５千円分の図書券とする。
上記の通り全員一致で承認
■ロータリーの友の解説
　芋田一志ロータリー情報雑誌副委員長

　第２８２６回例会
　令和元年10月10日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・柿本君　米　宜しくお願いします
・芋田君　米　よろしく
・大久保君　米　よろしく
・堰野端君　米　台風19号心配です、
　　　　　　　　　　皆様気を付けましょう。
・金沢君　米　週末の台風が心配。
　　　　　　ラグビー中止なら日本ベスト８。
・白濵君　米　宜しくお願いします
・佐々木君　米　今週末にかけてイベントも
　　　天候も目白押しです。皆様も体調から身
　　　の回りまで色々とお気を付けください。
・大竹君　米　よろしくお願いします。
・カン＝1,040円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　先週の10/5皆様にもご協力をお願いしていま
した、十和田商工会議所青年部の創立記念講演
会、野球の槙原寛己氏の講演会は、お陰様で
200名位で、なかなかいいお話でした。そのあ
と式典、祝賀会とお陰様で終了いたしました。
　来週はその青年部長の蛯沢部長が外部講師卓
話として例会に来ます。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・むつＲＣの60周年記念誌が届きました。
　回覧します。
■幹事報告　白濵道義幹事
・ガバナー事務所から地区大会の参加礼状が
　来ました。
・地区第２回クラブ拡大会員増強セミナー
　12/8（日）14:00　ホテル青森
・アクトの翼参加者募集
　むつ中央ＲＣ柴田地区インターアクト委員長
　より
　2020年１月１日発　１月６日帰国
　台湾羅東市
　旅費180,000～225,000円
　生徒の旅費は、地区とクラブで３分の２を
　負担する
　締め切り10月20日
■小さな親切運動実行賞表彰式
　10/5　15:00　トワーレ
　＜実行賞＞
　１、街なか歌声サークル
　２、切田中学校
　３、三農『命の花』
　４、かたりべの会
　５、十和田点訳奉仕会
　その他に十和田湖休屋のプラットに車いすを
　寄贈
■委員長卓話　米山について
　　　　堰野端展雄米山奨学生委員長
　ロータリー米山記念奨学事業
　2019-2020豆辞典の解説
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　第２８２７回例会
　令和元年10月17日（木）12:30～
　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ
・高村君　米　蛯沢さんようこそ。
　　　　　　　　　　　　今後ともよろしく。
・大竹君　米　来週木曜日にＴＶ『わっち』に
　　　　　　　　　　　　　　　　　でます。
・佐々木君　米　ＹＥＧ会長蛯沢さん、
　　　　　　　　ようこそ。歓迎いたします。
・白濵君　米　宜しくお願いします。
　　　　　　　　　　　　蛯沢会長ようこそ！
・金沢君　米　台風19号にて亡くなられた方に
　　　お悔やみを申し上げます。また被災され
　　　ている方々にお見舞い申し上げます。白
　　　山さん財務大臣最高賞受賞おめでとうご
　　　ざいます。蛯沢会長ようこそ。本日ドラ
　　　フト会議です。ドキドキしてます。
・布施君　米　お久しぶりです。
　　　　　　　　　　よろしくお願いします。
・大下内君　蛯沢会長ヨロシクお願いします。
・泉君　米　よろしく
・大久保君　米　よろしく
・江渡君　米　宜しく
・カン＝1,231円
■会長挨拶　佐々木紀仁会長
　本日は十和田商工会議所青年部長の蛯沢さま
が外部講師卓話としてお見えです。
　先般の台風19号について関東から東北にかけ
て広い範囲で被害が出ました。また義援金など
の要請がありましたら対応したいと思います。
　来週のおいらせＲＣとの合同例会は、ちょう
ど世界ロータリーデーにあたっておりますの
で、事務局からその募金箱を作ってもらいまし
た。これを利用してポリオの募金をしたいとお
もいま。
■会長報告　佐々木紀仁会長
・十和田商工会議所青年部より式典参加の礼状
が来ました。
■幹事報告　白濵道義幹事
・ガバナーエレクト事務所より
　次年度地区委員を推薦してください、と来ま
　した。どなたか希望者は？

・東日観光から
　ホノルル世界大会の旅行日程が来ました。
　期間　6/6～6/10
　35万円から60万円
　参加予定者　欠畑、大下内（２人）、溝口
■十和田商工会議所青年部
　創立30周年記念式典報告
　　　　大下内乙美元会長
　佐々木会長の代理として参加しました。蛯沢
青年部長さんの挨拶が素晴らしくて、聞いてい
て背筋をピンとさせて聞いてきました。式典祝
賀会は盛大で素晴らしかったと思います。
■外部講師卓話
　講師：蛯沢達彦十和田商工会議所青年部部長

　先日は十和田ＹＥＧの記念式典祝賀会にご参
加くださいましてありがとうございます。本日
は「語り合うことで繋がろう」ということを
テーマにお話ししたいと思います。
　私の会社は「青森みちのく警備保障(株)」で
父が作りました。この警備の仕事は、底辺の仕
事だと人が言いいます。私はそうは思いません
が。そこで、そこをなんとかしたいと考えてい
ます。いま一番の悩みは人手不足です。（略）
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　第２８２８回例会
　令和元年10月24日（木）18:00～
　於：スナックビアン
　おいらせＲＣと合同例会

■ニコニコＢＯＸ
　本日はロータリーデイのため、集まった金額
26,0000円全額をR財団ポリオプラスへ寄付とし
て送金します。ご協力して下さいましたおいら
せＲＣの方々や参加されたメンバーに感謝を申
し上げます。

　恒例のおいらせＲＣとの合同例会がスナック
ビアンで開催されました。今回は当クラブが主
管ですので、おいらせＲＣの皆様が当クラブへ
来訪という形になりました。
　乾杯の後懇親会で、おいらせＲＣの田中常三
郎会員が『鉄道の旅、車掌さんのものまね』を
演じてくれまして会場内爆笑の渦に包まれまし
た。田中氏はおいらせ町うそ八百ほらふき大会
のチャンピオンです。
　美味しい料理に笑いを交え楽しい合同例会と
なりました。

当クラブ佐々木会長の挨拶

乾杯！！よろしく！！

田中常三郎会員の
『鉄道の旅、車掌さんのものまね』が面白かった！

美味しい料理にウマイ酒！
楽しかった!!
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◎10月26日27日　ＲＬＩ　於：青森市はまなす会館　　　　　　　写真撮影：欠畑

写真レポート

2019年
11月　ロータリー財団月間
 7日(木)12:30　第2829回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
14日(木)12:30　第2830回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブフォーラム　55周年について
21日(木)12:30　第2831回例会：富士屋ホテル
    昼：委員長卓話　ロータリー財団委員長
28日(木)18:00　第2832回例会：富士屋ホテル
　　夜：十和田市内３ＲＣ合同例会
　　(主管)十和田東ＲＣ
     卓話：米山奨学生ワイバ・ゴビンダ君
　　　　　（ネパール出身・青森大学）

12月　疾病予防と治療月間
 5日(木)12:30　第2833回例会：富士屋ホテル
　　昼：クラブ協議会・理事会
　　『友』の解説
 8日(日)14:00　地区クラブ拡大
　　　　会員増強セミナー：ホテル青森
 8日(日)17:00　ガバナーエレクト壮行会
　　　　　　　：ホテル青森
12日(木)12:30　第2834回例会：富士屋ホテル
　　昼：委員長卓話　家族親睦委員長
19日(木)　第2835回例会：富士屋ホテル
    昼：クラブ協議会：半期のまとめ
26日(木)18:00　第2836回例会：未定
　　夜：年次総会・忘年会
        次年度役員選出

これからの予定

※ＲＬＩ(Rotary Leadership Institute)ロータリー・リーダーシップ研究会のことです。

沼田ガバナーの挨拶
当クラブ堰野端会長エレクトの挨拶
（分科会にて）

山崎パストガバナーの講演



NO.６
2019・12・05

例 会 日　木曜日（月４回）

例 会 場　十和田富士屋ホテル TEL0176-22-7111

会　　長　佐々木　紀　仁

幹　　事　白　濵　道　義

広報委員長　大久保　一　穂

ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020 国際ロータリーのテーマ
ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー
（米国アラバマ州　ジケーターＲＣ）

2019～2020
昼の例会12:30～13:30

詳しい予定は下記のＨＰをご覧下さい。

http://www.rotary-aomori.org/towada-higashi/

－１－

　第２８２９回例会

　令和元年11月７日（木）12:30～

　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ

・竹島君　米　よろしくお願いします

・佐々木君　米　2019年もそろそろ先が見え　

　てきました。準備と精算、様々なことがあ　

　りますが、しっかりと対応していきます。

・芋田君　米　よろしく

・高村君　米　よろしく

・金沢君　米　体重が75kgまで落ちました。　

　　　　　　　　　　　　　　　  あと５k。

・堰野端君　米　ＲＬＩ一生懸命

　　　　　　　　　　勉強してまいりました！

・白濵君　米　宜しくお願いします

・泉　　　米　よろしく

・大久保君　米　よろしく

・大竹君　米　よろしくお願いします

・カン＝1,344円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長

　先日商工会議所青年部の方でむつに行ってき

ました。セレモニーで「黙とう」がありまし

た。その司会者は慣れていないのか「おなおり

ください」と言わずに次に進もうとしまして、

会場が少しざわついてしまいました。そうやっ

て経験を積んで慣れていくのでしょう。ロータ

リーの会長やって、こういう一年間、ロータリ

ーをやっていくうえで経験となっていくんだろ

うと思います。

■会長報告　佐々木紀仁会長

・アンケートが来ました。会長と他に入会の年

　度別に数名に。意識調査のようです。

・手続き要覧の日本語版が１冊10ドルです。　

次年度会長幹事のために２冊注文します。

・ガバナーエレクト壮行会

　12/8（日）17:30　ホテル青森

　登録料１万円

　次年度会長幹事に出席要請です。

・第2回クラブ拡大・会員増強セミナー

　12/8（日）14:00　ホテル青森　無料

■幹事報告　白濵道義幹事

・三沢ＲＣ創立60周年記念式典

　2020/2/9（日）11:00　きざん三沢

　登録料１万円　12/25締め切り

・インターアクトの翼

　2020/1/1～1/6　台湾羅東へ

・インドでのポリオワクチン投与活動

　1/17～1/20　インド・デリー

　1/18　市内でＰＲラリー

　1/19　投与日

　168,000円から

・地区Ｒ財団セミナー兼補助金管理セミナー

　12/1（日）13:00　青森国際ホテル　無料

　11/25締め切り

・今月のレート変更　108円/＄　

■ＲＬＩ報告

　　　堰野端展雄次年度会長予定者

　10/26-27しっかりと二日間勉強してきまし

た。登録が200人くらいでしたが、青森市内の

宿泊ホテルが一杯で宿泊できない人が多かった
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みたいです。私はしっかり修了証とバッジを頂

いてきました。

　ロータリーでは細則が定款より勝るというこ

とを聞いてびっくりしてきました。ふつうは憲

法などが上位ですが、ロータリーでは、自分た

ちが決めた細則が定款より上位だそうです。

■クラブ協議会兼理事会

１）今後の夜例会　会場の件

    12月　富士屋ホテル

    １月　富士屋ホテル

    ２月　ハルピン飯店

    ３月　ポニー温泉

    ４月　富士屋ホテル

    ５月　スナックビアン

    ６月　富士屋ホテル

２）例会プログラム変更の件

　　11/14　「55周年について」を

　　　　　　　「Ｒ財団委員長卓話」に

　　11/21　「Ｒ財団委員長卓話」を

　　　　　「55周年について」に変更する。

上記の通り全員一致で承認。

　第２８３０回例会

　令和元年11月14日（木）12:30～

　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ

・欠畑君　米　トライアルオープン16日目！　

　　　　ジャイアントキリング！やります！

・高村君　米　よろしく

・溝口君　米　お久しぶりです

・芋田君　米　よろしく

・大久保君　米　よろしく

・江渡君　米　宜しく

・泉君　　米　よろしく

・堰野端君　米　寒くなってまいりました！

　　　　　　　　　　　皆様御自愛ください！

・白濵君　米　宜しくお願いします

・佐々木君　米　ちらほらと雪の声も聞こえて

　　　きました。皆様もお体に運転などに充分

　　　お気をつけて下さい。

・大竹君　米　よろしくお願いします

・布施君　米　よろしく

・照井君　米　ごぶさたしてます

・カン＝1,719円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長

　今週は、本来であれば次週の米山委員長卓話

を行います。当初、55周年は記念事業のみで式

典祝賀会などは行わない方針でしたが、何回か

羅東に訪問するうちに、そういう状況ではなく

なってきまして、年内にもう一度皆様のご意見

を確認したいと、来週は55周年委員長が在席し

たうえで話し合いたいと思います。

■幹事報告　白濵道義幹事

・ガバナー事務所から

　MyRotaryの登録は地区で６月では30％台でし 

　たが10月には38.8％になったそうです。引

　き続きご協力を、と来ました。

・10/24に集めた国際ロータリーデイの寄付金

　の26,000円、ドルで240.74ドルをＲ財団ポリ

　オプラスに送りました。

■委員長卓話　米山について

　　　堰野端展雄ロータリー財団委員長

　国際ロータリーのロータリー財団は、アメリ

カのチャリティ・ナビゲーターという評価機関

で12年連続で最高評価の四つ星をいただいてい

ますので皆さんも誇りに持っていいと思いま

す。2016年にはアメリカで「最も卓越した財

団」に選ばれました。財団の使用した資金の91

％はプログラムや補助金に充てられ、運営管理

費はたったの９％でした。皆さんからいただい

た寄付金の９割以上がプログラムや補助金に充

てられていることになります。

■ロータリーの友の解説

　欠畑茂治ロータリー情報・雑誌委員長

　第２８３１回例会

　令和元年11月21日（木）12:30～

　於：十和田富士屋ホテル

■ニコニコＢＯＸ

・高村君　米　よろしく

・佐々木君　米　今日の理事会案件、

　　　　　　　　よろしくお願いいたします。

・欠畑君　米　2019年ラスト40日！

　　　　　　　　　　　　　　　頑張ります！

・柿本君　米　宜しくお願いします

・白濵君　米　宜しくお願いします

・大久保君　米　よろしく
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・泉君　　米　よろしく

・江渡君　米　宜しく

・金沢君　米　先週例会欠席申し訳ございませ

　　　ん。寒くなりました。皆様お体にはお気

　　　をつけください。

・大竹君　米　よろしく

・大下内君　米　ヨロシク

・竹島君　米　よろしくお願いします

・芋田君　米　よろしく

・カン＝1,494円

■会長挨拶　佐々木紀仁会長

　今週は55周年について皆様のご意見を聞きた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。

来週の３クラブ合同例会は85名位の参加予定で

す。富士屋ホテルさんは十分対応できるとのこ

とでした。多くの参加になると思いますのでみ

なさんもご協力お願いいたします。

■会長報告　佐々木紀仁会長

・ホノルル国際大会の案内が来ました。

　大会本会議6/7-10　

　登録料　12/15まで450ドル、

　　　　　3/31まで550ドル、

　　　　　現地登録650ドル

　締め切り　12/25

■クラブ協議会兼理事会

１）55周年の記念事業の件

    正式な式典はやらない。記念事業として

    ①羅東扶輪社と当クラブと合同記念例会と

　　　祝賀会をやる。

    ②小さな親切運動十和田支部に３万円を

　　　事業資金として補助する。

２）ニコニコＢＯＸの件

    12月より積み立てはニコニコに入れる。

上記の通り全員一致で承認

　第２８３２回例会

　令和元年11月28日（木）18:00～

　於：十和田富士屋ホテル

　十和田市内３ＲＣ合同例会

恒例の十和田市内３ＲＣ合同例会が当クラブ主

管で開催されました。

当クラブ佐々木会長の挨拶

恒例のお誕生会：スナックビアン

乾杯の発生は、今東第２グループガバナー補佐

卓話は米山奨学生　ワイバ・ゴビンダ君
　　　　　　　　　　　　　（青森大学）



－４－

〆のロータリーソング『手に手つないで』



















































これからの予定

2020年

１月　職業奉仕月間

 1日(水)～6日(月)インターアクトの翼

　　　　　　　　　　（台湾羅東市）

 2日(木)　お正月のため例会開催は無し

 9日(木)12:30　第2837回例会：富士屋ホテル

　　昼：クラブ協議会・理事会

    　　　新年卓話：会長

　　　　『友』の解説

16日(木)12:30　第2838回例会：富士屋ホテル

　　昼：新年卓話：会員

19日(日)ポリオワクチン投与活動

　　　　　　　　　　　（インド・デリー）

23日(木)12:30　第2839回例会：富士屋ホテル

      昼：クラブ協議会

30日(木)18:30　第2840回例会：富士屋ホテル

　　夜：新年家族例会

2019年

12月　疾病予防と治療月間

 5日(木)12:30　第2833回例会：富士屋ホテル

　　昼：クラブ協議会・理事会

　　　　『友』の解説

 8日(日)14:00　地区クラブ拡大

　　　　　　　会員増強セミナー：ホテル青森

 8日(日)17:00　ガバナーエレクト壮行会

　　　　　　　　　　　　　　　：ホテル青森

12日(木)12:30　第2834回例会：富士屋ホテル

　　昼：委員長卓話　家族親睦委員長

19日(木)　第2835回例会：富士屋ホテル

      昼：クラブ協議会：半期のまとめ

26日(木)18:00　第2836回例会：富士屋ホテル

　　夜：年次総会・忘年会

        次年度役員選出
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