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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 
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例 会 日
例 会 場
会 長
幹 事
広報委員長
事 務 局

木曜日（月4回）
サン・ロイヤルとわだ  TEL.0176-23-2266
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。

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　本日より新しい会場での例会開催となりますので宜し
くお願いします。
　さて、ウクライナの問題ですが、国連は機能していな
いようです。ロータリーとして何かできないか、英知を
絞って活動して行きましょう。

・ＲＩ第 2830 地区田中常浩ガバナーエレクトから、地
区研修・協議会（DTA）開催の案内が来ました。

　日　　時：５月 14 日（土）11：00 ～ 17：00
　場　　所：プラザホテルむつ（むつ市）
　開催方法：Zoom を併用したハイブリット開催。
　登 録 料：＜対 面 式＞ 10,000 円　
　　　　　　＜ Zoom ＞ 2,000 円　

      ニコニコ BOX

・大 下 内君　ニコ　サン・ロイヤルとわだ様、ヨロシ
クお願いします。

・欠 畑君　ニコ　さあ、４月！桜も間もなく！いい
季節を楽しもう！

・佐 々 木君　ニコ　本日、年度も会場もかわりました。
心機一転です。

・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・溝 口君　ニコ　よろしくお願いします。
・高 村君　ニコ　よろしく。
・芋 田君　ニコ　サン・ロイヤルとわださんに感謝

して。残りの期間頑張りましょう。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・田中（健）君　ニコ　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　　926 円

第 2945回例会
令和４年４月７日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・米山梅吉記念館から、館報と賛助会員の募集が来たの
で回覧します。

・十和田市緑化推進委員会から、緑の募金運動のお願い
が来たので回覧します。

・青森県環境生活部青少年・男女共同参画課から、『笑
顔の未来へのメッセージカレンダー』と『いのちつう
しん』が来たので回覧します。

・４月のロータリーレート　122 円／＄
　ＲＩ日本事務局からのロータリーレートのお知らせは

６月で終了。
　７月からは、My Rotary の為替レートで確認。
・地区事務所から、第７回台日ロータリー親善会議　

福岡大会の案内が来ました。
　日　時：５月６日（金）16：00 ～
　場　所：ホテルニューオータニ博多
　登録料：＜リ ア ル 参 加＞ 22,000 円（日本人）　
　　　　　＜オンライン参加＞ 10,000 円

（クラブ内何名でも視聴可）
・地区事務所から、ウクライナへの支援活動写真提供の

お願いが来ました。
　各クラブにおいて、ウクライナへの支援活動を行った、

または予定していたら、活動の模様の写真を送ってほ
しい。
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クラブ協議会兼理事会

１）緑の募金運動の件
　　１人 100 円× 27 人＝ 2,700 円送金する。
２）４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、
　　４月 14 日（木）昼例会

お弁当の持ち帰りの例会とし、時間短縮して開催
する。

　　４月 21 日（木）夜例会
十和田市内３クラブ合同例会（十和田ＲＣ主管）
が中止になったので、昼例会に変更したうえで、
お弁当の持ち帰りの例会とし、時間短縮して開催
する。

　　４月 28 日（木）早朝例会
早朝例会を昼例会に変更したうえで、お弁当の持
ち帰りの例会とし、時間短縮して開催する。

５月の例会開催については、４月 28 日（木）昼例
会の時に協議する。

３）ロータリーソングＣＤ購入の件
　　オクトンからロータリーソングＣＤを購入する。
　　１枚 3,300 円＋送料 180 円（スマートレター）
上記の通り全員一致で承認

第 2946回例会
令和４年４月 14 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

      ニコニコ BOX

・芋 田君　ニコ　お花も咲き始めました。健康に留
意して頑張りましょう。

・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・高 村君　ニコ　よろしく。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・欠 畑君　ニコ　桜がきた～！体内年齢が１つプラ

スで 47 歳！がんばります！
・溝 口君　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。
・照 井君　ニコ　舌をかんで、うまくしゃべれません。

すみません。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・カ ン　　　　　1,259 円

・ハイライトよねやまがきたので回覧します。
・地区事務所から、『ＲＩ第 2830 地区　2021 － 22 年

度　記録誌（DTTS 並びに PETS 報告書・DTA 報告
書）』がきたので回覧します。

・十和田ＲＣから、会報がきたので回覧します。
・翻訳委員会から、11 月ＲＩ理事会議事録が来ました。
・翻訳委員会から、10 月、11 月ロータリー財団管理委

員会議事録が来ました。
・十和田八甲ＲＣから、『第 19 回チャリティーゴルフ

コンペの案内』が来ました。
　　日　　時：５月 22 日（日）８時スタート
　　場　　所：みちのく国際ゴルフ倶楽部
　　参 加 費：2,000 円＋チャリティー募金 1,000 円以上
　　プレー費：各自清算
　　締 切 り：５月 10 日（火）

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　官庁街通りの桜が開花を宣言しました。15 日（金）
から夜間のライトアップを始め、新型コロナウイルス感
染対策の一環として通りの歩道を一方通行にするそうで
す。
　ロータリーレートは 122 円ですが、最近はさらに円
安が進んで 126 円になっていて、各方面に影響をおよ
ぼしています。

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

・東奥日報社から、『東奥年鑑・名簿編』作成への協力の
お願いが来ました。例年提出しているので、事務局よ
り提出します。

　2022 － 23 年度　会長、副会長、会場監督、幹事の
役職と氏名のみ。

・八戸西ＲＣから、例会会場変更のお知らせが来ました。
　４月１日から、八戸プラザホテル（旧：きざん八戸）
・むつＲＣとむつ中央ＲＣから、クラブ住所変更のお知

らせが来ました。
　〒 035-0063　むつ市若松町 15 番 45 号
　　　　　　　　田名部商業協同組合内
・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。
　期間：概ね４月末まで。
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第 2947回例会
令和４年４月 21 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

幹事報告　代理　大 竹　正 貴 副幹事

      ニコニコ BOX

・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。
・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・佐 々 木君　ニコ　社員が少ないせいもありますが、

全員ワクチン３回目終了しました。
４回目が無いことを祈ります。

・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・芋 田君　ニコ　桜が満開になりました。大いに楽

しみましょう。
・欠 畑君　ニコ　桜満開！誇らしく咲く花に感動！
・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・堰 野 端君　ニコ　この後３回目のワクチン接種です。

副反応はいかに！
・高 村君　ニコ　よろしく。
・カ ン　　　　　1,355 円

・成田秀治ガバナーから、羅東扶輪社 51 周年記念式典
に『お祝いのことば』を頂いたので、羅東扶輪社へ送
りました。

・地区事務所から、米山記念奨学会への寄付のお願いが
来ました。

　当クラブは、普通寄付・特別寄付とも目標を達成して
います。

・弘前アップルＲＣから、創立 10 周年記念式典・祝賀
会の案内が来ました。

　　日　時：６月 18 日（土）
　　場　所：フォルトーナ（弘前市和徳町 140）
　　登録料：10,000 円
　　締切り：５月７日（土）

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　ニュースを見ていると、ロシアが新型 ICBM 試射に
成功したとか、駆逐艦などが対馬海峡を通過したとか、
アメリカでは公共交通機関でのマスク着用義務は違反で
あるとか、わからないことばかりで先行きに不安を感じ
ます。官庁街通りの桜は散り始めていますが、１週間く
らい咲続けて我々の心を和ませてくれ、このように平和
であることに感謝して頑張りましょう。

・寄付金特別会計から、米山記念奨学会に特別寄付金下
期分として、

　　5,000 円× 27 人＝ 135,000 円を送金します。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計

卓話　竹 島　直 樹 会長エレクト

　３月 22 日に当事業所からコロナ感染者が出たため、
感染対策として、2020 年６月に創立 55 周年記念事業
として十和田市立中央病院にフェイスシールドを寄贈し
た残りをいただき、ありがとうございました。事業所は、
北海道から業者に来ていただき消毒しました。経費もか
かりましたが、コロナウイルス感染症対応の保険に入っ
ていたので助かりました。



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 4 －

第 2948回例会
令和４年４月 28 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

中野渡勝孝会員への米山功労者感謝状中野渡勝孝会員への米山功労者感謝状

      ニコニコ BOX

・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・白 濵君　ニコ　12 時 45 分で退席します。宜しく

お願いします。
・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・欠 畑君　ニコ　さあ、ＧＷ！経済社会活動を回し

ていこう！
・高 村君　ニコ　今日、本来は早朝例会でした。４

時半頃目をさまして朝粥を食べま
した。

・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・芋 田君　ニコ　４月一ヶ月間ご協力ありがとうご

ざいました。来月も宜しくお願い
します。

・肴 倉君　ニコ　新年明けましておめでとうござい
ます。……たぶん。春は気持ちよ
いですね。山も通れるようになり
ました。

・カ ン　　　　　1,239 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　例年になくお花見ができ、平和を満喫できたと思いま
す。
　世の中では、第３次世界大戦を危惧する声も聞こえて
きますが、足元を見つめて頑張って行きましょう。

・中野渡勝孝会員が、米山の寄付累計額が 10 万円を超
えたので第１回米山功労者の感謝状が来ました。

クラブ協議会兼理事会

１）地区研修・協議会（DTA）登録料の件
　　登録料：＜対 面 式＞ 10,000 円
　　　　　　＜ Zoom ＞ 2,000 円
　　上記登録料の半額をクラブより補助する。
　　参加予定者：竹島直樹会長エレクト、大竹正貴次期

幹事、金沢守昭次期会計、高村和雄次
期研修・教育委員長、白山春男次期地
区国際奉仕委員長

上記の通り全員一致で承認

・ＲＩ第 2830 地区田中常浩ガバナーエレクトから、地
区研修・協議会（DTA）開催の案内が来ました。

　　日　　時：５月 14 日（土）11：00 ～ 17：00
　　場　　所：プラザホテルむつ（むつ市）
　　開催方法：Zoom を併用したハイブリット開催。
　　登 録 料：＜対 面 式＞ 10,000 円　
　　　　　　　＜ Zoom ＞ 2,000 円
　　締切り　：４月 25 日（月）
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クラブ協議会兼理事会

１）2021 － 22 年度地区補助金申請変更の件
地区補助金申請を『とわだ面接セミナー』で申請し、
地区から補助金をいただいていましたが、コロナ禍
のため開催できなかったので、補助金を地区に返金
する予定でした。改めて実行委員会で検討した結果、
十和田こども食堂実行委員会やボランティア団体等
へ支援（お金以外）をすることに、補助金を使用す
ることに申請を変更する。（アイディアがありまし
たら、ゴールデンウイーク明けくらいまでに金沢守
昭とわだ面接セミナー副実行委員長までお知らせく
ださい。）

２）５月例会開催の件
５月 5 日（木）　　　　　こどもの日のため休会。
５月 12 日（木）昼例会　通常の昼例会とする。

（昼食あり）
５月 19 日（木）昼例会　通常の昼例会とする。

（昼食あり）
５月 26 日（木）夜例会　花見親睦家族例会は、５
　　　　　　　　　　　　月 12 日（木）の例会時
　　　　　　　　　　　　に協議する。

上記の通り全員一致で承認

幹事報告　代理　大 竹　正 貴 副幹事

・シェカール・メータＲＩ会長から、多様性・公平さ・
インクルージョンへのロータリーのコミットメントの
メールが来ました。

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

・ＲＩ会員増強担当部から、会員増強詳細報告が来まし
た。

・地区事務所から、『地区女性会員の集い』の案内がき
ました。

　　日　時：５月 28 日（土）13：30 ～ 15：00
　　場　所：サン・ロイヤルとわだ（十和田市東三番町37-7）
　　登録料：無料
　　締切り：５月 20 日（金）
　　講　師：2020 － 22 年度よねやま親善大使
　　　　　　ウォーターズ・カレン・ジュリア氏
　　　　　　（現在、英会話教室（株）Global Waters
　　　　　　　代表取締役社長）

　幹事報告にありました『地区女性会員の集い』につい
て、十和田八甲 RC の今春淑地区クラブ拡大・会員増強
委員長担当でもあり、地元開催ということもあるので、
５月 19 日（木）例会までに参加者を募集して、20 日（金）
の締め切りまでに登録する。

クラブフォーラム

今 後 の 予 定

5 日（木） 〈こどもの日〉第 2949 回例会〈休会〉
12 日（木） 12:30　第 2950 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
14 日（土） 2022-23 地区研修・協議会（DTA）
　　　　　プラザホテルむつ（むつ市）
19 日（木） 12:30　第 2951 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　次年度について
26 日（木） 18:30　第 2952 回例会：（未定）
　　　　　夜：夜の例会　花見親睦家族例会

5月 青少年奉仕月間

2 日（木） 12:30　第 2953 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
4 日（土）～ 8 日（水）　国際ロータリー年次世界大会

　　　　　ヒューストン大会（アメリカ）
9 日（木） 12:30　第 2954 回例会：サン・ロイヤル とわだ

　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　全員卓話　１年間のまとめ
16 日（木） 12:30　第 2955 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　全員卓話　１年間のまとめ
23 日（木） 18:30　第 2956 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　夜：最終例会
　　　　　　　新旧会長幹事バッジ伝達

6月 ロータリー親睦活動月間


