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昼例会は12：30 ～ 13：30
詳しくはHPをご覧ください。

      ニコニコ BOX
・田中（常）様　 財 　よろしく。
・藤 野様　ニコ　地区幹事長の藤野です。今日はよ

ろしくお願いいたします。
・田中（幹）君　 財 　田中ガバナー、スタッフの皆様、

本日はお忙しい中、ようこそおい
で下さいました。ありがとうござ
います。

・高 村君　 財 　皆さま、ごくろう様です。
・芋 田君　 財 　ガバナー公式訪問に感謝と敬意を

表して。
・ 泉 君　 財 　田中ガバナー公式訪問ご苦労様で

す。
・金 沢君　 財 　田中ガバナーはじめ、皆様ようこ

そ。本日はよろしくお願いいたし
ます。

・白 山君　 財 　ガバナーようこそ。
・欠 畑君　 財 　ようこそ田中 G ！想いをつないで

いきましょう。
・堰 野 端君　 財 　田中ガバナー、相田様、藤野様、

築舘様ようこそ！本日はよろしく
お願い致します。

・柿 本君　 財 　田中ガバナーはじめ、地区の皆様
を歓迎します。

・大 竹君　 財 　田中ガバナー、地区の皆様ありが
とうございます。

・佐 々 木君　 財 　田中ガバナー、地区の皆様ようこ
そ。歓迎致します。本日はよろし
くお願い致します。

・白 濵君　 財 　田中ガバナー、地区の皆様、今日
はありがとうございます。

・カ ン　　　　　2,479 円

・田中　常浩様（ＲＩ 2830 地区　2022―23 年度
ガバナー・むつＲＣ）

・築舘　智大様（ＲＩ 2830 地区　2022―23 年度
ガバナーエレクト・八戸ＲＣ）

・相田喜一郎様（東第２グループ
ガバナー補佐・三沢東ＲＣ）

・藤野　芳孝様（地区幹事長・むつＲＣ）

第 2961回例会
令和４年８月４日（木）16：00 ～
公式訪問例会
　16：00 ～　会長幹事面談
　17：00 ～　クラブ協議会
　17：50 ～　公式訪問例会
於：サン・ロイヤルとわだ

      ビジター

参加者：田中　常浩ガバナー
　　　　相田喜一郎ガバナー補佐
　　　　藤野　芳孝地区幹事長
　　　　竹島　直樹会長（コロナ濃厚接触者の可能性が
　　　　　　　　　　　　あるため Zoom での出席）
　　　　堰野端展雄副会長
　　　　大竹　正貴幹事

会長幹事面談　16：00 ～
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〇会長挨拶　竹島直樹会長（コロナ濃厚接触者の可能性が
　　　　　　　　　　　　　あるため Zoom での出席）
　これからガバナーから話があると思いますが、会員増
強で家族会員（奥様やパートナー）のことも考えながら、
30 人を目指して活動して行きたいと思います。

〇幹事報告　大竹正貴幹事
・８月のロータリーレート　133 円／＄
・地区事務所から、地区大会の案内が来ました。
　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
　　日時：９月 30 日（金）18：00 ～ 20：00　 
　　場所：むつグランドホテル

　地区大会
　　日時：10 月１日（土）10：30 ～ 17：15
　　　　　10 月２日（日） 9：30 ～ 11：30
　　場所：下北文化会館
　大懇親会
　　日　時：10 月１日（土）18：00 ～ 20：15
　　場　所：むつグランドホテル
　　登録料：１日のみ、２日間参加しても 10,000 円
　　締切り：８月 31 日（水）
・ＲＩ日本事務局から、会員増強・新クラブ結成推進

月間リソースが来ました。
・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８月末まで。
・ＲＩ日本事務局から、クラブ・地区支援リソース集

が来ました。
・米山記念奨学会事務局から、普通寄付金申告用領収

証の申請についてが来ました。
　　会費から寄付を送金しているので、申請はしない。
〇委員会報告
・芋田一志直前会長

　小さな親切運動十和田支部の官庁街通りの清掃につ
いて、当クラブへ参加のお願いが来ましたので、協力
をお願いします。

　　日時：８月６日（土）７：00 商工会館駐車場集合
〇卓話　田中常浩ガバナー
・ジェニファーＥ．ジョーンズＲＩ会長のメッセージ

動画を鑑賞。

〇会長挨拶　竹島直樹会長（コロナ濃厚接触者の可能性が
　　　　　　　　　　　　　あるため Zoom での出席）
　本日は会場での出席が出来なくて申し訳ございませ
ん。田中ガバナーはじめ地区の皆様お越しいただきあり
がとうございます。せっかくの機会なのでガバナーと親
しく意見交換をしていただき、有意義な時間にしてくだ
さい。
〇ガバナー挨拶　田中常浩ガバナー
　先ほど竹島会長と意見交換をさせていただき、入会４
年目ということで、能力がある方だと思いますので期待
しています。地区として1,200人を目指していますので、
会員増強を頑張っていただきたいと思います。家族会員
も念頭に置いていただきたいと思います。
〇各委員長より本年度の方針発表
〇田中常浩ガバナー講評
　それぞれの委員会で、素晴らしい活動をしていると思
います。ただ、青少年部門が無いようなので、少し気に
なっています。インターアクト、ローターアクトなどは
青少年部門に入りますので、ぜひ青少年部門を作ってい
ただきたいと思います。

公式訪問例会　17：50 ～

クラブ協議会　17：00 ～

・ロータリーの友電子版アーカイブについて説明をし
ました。

・国際協議会の説明をしました。
・ＲＩ 2830 地区目標について説明をしました。
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第 2962回例会

第 2963回例会

令和４年 8 月 11 日（木）
休会（山の日）

令和４年 8 月 18 日（木）
コロナウイルス感染防止の為、休会

      ニコニコ BOX

・白 山君　財　よろしく。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・金 沢君　財　よろしくです。
・欠 畑君　財　さぁ、大変な時代！大きな変化をつ

かみきっていこう！
・杉 山君　財　秋です。宜しくお願い致します。
・ 泉 君　財　よろしく。
・芋 田君　財　よろしく。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・竹 島君　財　よろしくお願いします。
・佐 々 木君　財　皆さまお久しぶりです。お盆前にＰ

ＣＲ検査、後に抗原検査を受ける状
態になりましたが、無事陰性でした。

・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　2,163 円

・小さな親切運動から、情報誌『小さな親切』夏号がき
たので回覧します。

・米山梅吉記念館から、館報がきたので回覧します。
・９月３日（土）開催のとわだ面接セミナーについて、

面接官が午前 16 名、午後 15 名集まりました。パソ
コンも必要台数準備できました。

・９月３日（土）小さな親切運動十和田支部が開催する、
官庁街通りの清掃がありますので、無理のない範囲

　（面接セミナーがあるため）で参加をお願いします。
　8：00 ～ 9：00 まで。
・９月 24 日（土）開催の十和田八甲ＲＣの創立 20 周

年の記念講演と記念式典に 11 名、懇親会に６名の参
加です。

・地区大会（むつ）の参加申し込み締め切りは８月 31
日（水）になっていますので、出欠がまだの方はご連
絡ください。

・ロータリー囲碁同好会日本支部から、第 20 回記念ロ
　ータリー全国囲碁大会の案内が来ました。
　　日　時：11 月５日（土）10：00 ～ 17：00
　　場　所：日本棋院本院１階対局室
　　　　　　（東京都千代田区五番町 7-2）
　　参加料：3,000 円
　　締切り：10 月 28 日（金）
・地区事務所から、青森県（鯵ヶ沢町・深浦町・つがる

市）大雨災害支援金のお願いが来ました。

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長
　先日のガバナー公式訪問ではリモートでの参加にな
り、ご迷惑をかけてすみませんでした。コロナの感染者
数が高止まりしていて、９月の例会運営について協議し
ていかなくてはなりませんので、宜しくお願いします。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

第 2964回例会
令和 4 年 8 月 25 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ
コロナウイルス感染防止の為、昼例会に変更

〇記念撮影〇記念撮影
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委員会報告

〇金 沢 守 昭 会計
　９月３日（土）開催のとわだ面接セミナーの進捗に
ついて、高校生の参加は 108 名になりました。履歴
書については、８月 30 日（火）に担当面接官に届け
ます。

〇芋 田 一 志 会場監督
　８月６日（土）に小さな親切運動十和田支部主管で
開催した、官庁街通りの清掃に参加していただきあり
がとうございました。９月３日（土）も開催しますが、
とわだ面接セミナーも開催されますので、時間の許す
方は参加をお願いします。

クラブ協議会兼理事会

１）９月例会運営の件
　　昨今のコロナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、
　　９月 １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。

　　９月 ８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。

　　９月 15 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。

　　９月 22 日（木）夜例会
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。

※コロナ感染症の状況によっては会長、幹事の協議
により休会にする場合もある。

２）青森県（鯵ヶ沢町・深浦町・つがる市）大雨災害支
　　援金の件

県内の災害のため、地区事務所の要望通り１人
2,500 円× 27 人＝ 67,500 円送金する。

３）地区大会（むつ）登録料補助の件
　　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会登録料：10,000 円
　　地区大会登録料：10,000 円
　　上記登録料の半額をクラブより補助する。
４）十和田八甲ＲＣ創立 20 周年登録料補助の件
　　登録料：10,000 円
　　上記登録料の半額をクラブより補助する。
５）ＲＩ 2830 地区『着ぐるみキャラクターデザインコ
　　ンクール』作品選定の件
　　２候補選定。
　　会長、幹事に一任する。
上記の通り全員一致で承認。

・ハイライトよねやまが来ました。
・ＲＩ会員増強担当部から、会員増強報告が来ました。
・地区事務所から、2022-23 年度テレビＣＭ放送スケ

ジュールが来ました。
・翻訳委員会から、２月ＲＩの理事会議事録が来ました。
・地区事務所から、ＲＩ 2830 地区『着ぐるみキャラク

ターデザインコンクール』作品選定のお願いが来まし
た。

・米山梅吉記念館から、秋季例祭のお知らせが来ました。
　　日　時：９月 17 日（土）14：00 ～
　　場　所：米山梅吉記念ホール
　　　　　　（静岡県駿東郡長泉町上土狩 346-1）
　　参加料：無料
　　締切り：９月 10 日（土）
・米山梅吉記念館から、賛助会員入会のお願いが来まし

た。
　　会　費：3,000 円（１口）

今 後 の 予 定

1 日（木） 12:30　第 2965 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
　　　　　　　＜短時間開催　お弁当対応＞
3 日（土） とわだ面接セミナー

十和田商工会館
8 日（木） 12:30　第 2966 回例会：サン・ロイヤル とわだ

　　　　　昼：会員増強委員長卓話『会員増強について』
　　　　　　　＜短時間開催　お弁当対応＞
15 日（木） 12:30　第 2967 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：外部講師卓話（米山留学生卓話含む）
　　　　　　　＜短時間開催　お弁当対応＞
22 日（木） 12:30　第 2968 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：収穫感謝家族例会
　　　　　　　＜昼例会に変更 短時間開催 お弁当対応＞
24 日（土） 十和田八甲 RC 創立 20 周年

十和田市民文化センター
サン・ロイヤル とわだ

30 日（金）RI 会長代理歓迎晩餐会
むつグランドホテル

1 日（土） 会長幹事及び地区指導者育成セミナー：むつ
2 日（日） 地区大会：むつ
6 日（木） 12:30　第 2969 回例会：サン・ロイヤル とわだ

　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
13 日（木） 12:30　第 2970 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：米山奨学生委員長卓話
　　　　　　　『米山について』
20 日（木） 12:30　第 2971 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　『合同例会打合せ』
24 日（月） 世界ポリオデー
27 日（木）18:00　第 2972 回例会：（場所　未定）
　　　　　夜：おいらせ RC と合同例会
　　　　　　　（主管：おいらせ RC）

9 月

10 月

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

地域社会の経済発展月間
米山月間


