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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
・竹 島君　財　よろしくお願いします。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・芋 田君　財　宜しくお願いします。９月３日（土）

官庁街清掃、ご協力お願いします。
・欠 畑君　財　さぁ、９月！第７波に負けない！頑

張ろう！
・金 沢君　財　今週土曜日、面接セミナーよろしく

お願い致します。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・堰 野 端君　財　８月はコロナ拡大に、大雨と大変で

したが、９月は落ちつくことを祈念
します。

・佐 々 木君　財　県の防災訓練がなくなり、こちらに
フル出席できました。

・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　1,098 円

第 2965回例会
令和４年９月１日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

　９月３日（土）のとわだ面接セミナーのご協力をお願
いします。
　世界に比べればまだ良いほうですが、様々なものが値
上がりをしてきていて、我々の生活へも影響がでてきて
います。

委員会報告

〇金沢 守昭 会計
・地区大会と十和田八甲ＲＣ20周年の登録料を振り込

みました。
・寄付金特別会計から、米山奨学金特別会計へ270,000
　円とロータリー財団特別会計に 135,000 円を振り替

えました。
・第 10 回とわだ面接セミナーへの協力をお願いします。
　　日　時：９月２日（金）：17：00 ～　前日準備
　　　　　　９月３日（土）：10：00 ～ 16：00

　第 10 回とわだ面接セミナー

・９月のロータリーレート　139 円／＄
・第10回とわだ面接セミナーの資料が来ていますので、

参加者は確認してください。
　　日　　時：９月２日（金）17：00 ～　前日準備
　　　　　　　９月３日（土）10：00 ～ 16：00

　第 10 回とわだ面接セミナー
　　会　　場：十和田商工会館
・ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長から、『2022 －

23 ロータリー年度へようこそ！』のメッセージが来
ました。

・クラブ・地区支援室から、『クラブ・支援室メッセージ』
が来ました。

・地区大会と十和田八甲ＲＣ20周年に参加される方は、
登録料を金沢守昭会計までお願いします。

・地区事務所から、公共イメージ向上委員会のセミナー
の案内が来ました。柿本聡公共イメージ・会報・
WEB 委員長が参加予定。

　　日　　時：9 月 17 日（土）13：00 ～ 15：00
　　開催方法：Zoom によるオンライン開催
・地区事務所から、青森県（外ヶ浜町）大雨災害支援金

のお願いが来ました。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   
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クラブ協議会兼理事会　　参加者：三本木農業恵拓高校　59 名
　　　　　　十和田西高校　　　　13 名
　　　　　　七戸高校　　　　　　10 名
　　　　　　十和田東ＲＣ　　　　 8 名
　　　　　　十和田ＲＣ　　　　　 5 名
　　　　　　十和田八甲ＲＣ　　　 7 名
　　会　場：十和田商工会館
・例会会場であるサン・ロイヤルとわださんから、各種

イベントチケット購入のお願いが来ました。

　十和田市内３ＲＣ合同実行委員会による、十和田市内
高校生の就職希望高校生への模擬面接セミナーを開催し
た。ロータリアンが経営者として、就職活動への心構え
やアドバイスを行った。今回もコロナの影響を考慮し、
十和田商工会館にいる面接官と、各学校にいる生徒をつ
なぐオンラインでの開催とした。面接官は二人一組で
８班編成とし、こちらもコロナの影響を考慮し、一人ひ
とり交互に面接官を務めた。面接時間は一人 10 分から
15 分程度。
　参　　 加 　　高：三本木農業恵拓高校　59 名
　　　　　　　　　　十和田西高校　　　　13 名
　　　　　　　　　　七戸高校　　　　　　10 名
　参加ロータリアン：十和田東ＲＣ　　　　 8 名
　　　　　　　　　　十和田ＲＣ　　　　　 5 名
　　　　　　　　　　十和田八甲ＲＣ　　　 7 名

１）青森県（外ヶ浜町）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 500
円× 27 人＝ 13,500 円送金する。

上記の通り全員一致で承認。

ロータリーの友の解説
佐々木 紀仁  ロータリー情報・雑誌委員長

日時：令和４年９月３日（土）11：00 ～
会場：十和田商工会館１階・５階
主催：とわだ面接セミナー実行委員会
主管：十和田東ＲＣ

第 10回とわだ面接セミナー（Web 開催）
＜ロータリー財団地区補助金利用事業＞

竹島会長

欠畑会員

佐々木会員

「とわだ面接セミナー」の面接官をした３クラブのロータリーメンバー

大竹幹事

金沢会員

堰野端会員
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第 2966回例会
令和４年９月８日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・田中（健）君　財　よろしくお願いします。
・芋 田君　財　９月３日（土）官庁街清掃ご協力あ

りがとうございました。10 月８日
（土）宜しくお願いします。

・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・竹 島君　財　よろしくお願いします。
・佐 々 木君　財　よろしくお願いします。佐々木千佳子

パストガバナーようこそ、歓迎致し
ます。面接セミナーお疲れ様でした。

・金 沢君　財　先週の面接セミナーご協力ありがと
うございます。佐々木パストわざわ
ざお疲れ様です。

・ 泉 君　財　よろしく。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　708 円

・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９月末まで。
・ロータリー文庫から、2021 ～ 22 年度決算報告書と

2022 ～ 23 年度予算が来ました。
・ロータリー財団から、被災地支援のための寄付のお願

いが来ました。
・『世界ポリオデーイベント　フォトコンテスト』のお

知らせが来ました。
　目　　的：写真を見た人に感動を与える写真を残し、
　　　　　　後々までポリオの根絶の願いを伝える。
　テ ー マ：イベントのストーリーを伝えるショットや
　　　　　　シーンを撮影。
　締 切 り：2022 年 10 月 31 日（月）
　応募方法：ポリオデーに関するポータルサイト参照。
　　　　　　https://www.endpoliorotary.club/
　　　　　　　　　  photocontest

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長
　９月３日（土）に開催した、とわだ面接セミナーを無
事終了することができました。皆さんのご協力ありがと
うございました。
　本日は会員増強について、皆さんと話し合いをしてい
きたいと思います。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

　佐々木千佳子様（パストガバナー・十和田ＲＣ）

      ビジター

とわだ面接セミナー実行委員長挨拶

・ＲＩ日本事務局から、『基本的教育と識字率向上月間』
リソースが来ました。

・地区事務所から、着ぐるみキャラクターデザインコン
クール作品選定結果受付開始のお知らせが来ました。
当クラブは、53 番と 55 番を選考しました。

・９月３日（土）に開催した、とわだ面接セミナーに対
してご協力ありがとうございました。非常に良い事業
なので、来年以降も協力をお願いします。

委員会報告

〇芋田 一志 会場監督
　９月３日（土）小さな親切運動十和田支部が開催し
た、官庁街通りの清掃に参加してきました。青森銀行
とみちのく銀行の行員さんも参加してくれて、総勢
70 人位でした。10 月８日（土）も開催しますので、
参加できる方はご協力お願いします。

〇佐々木 千佳子 パストガバナー（十和田ＲＣ）
　先日開催のとわだ面接セミナーでは、お世話になり
ありがとうございました。参加していただいた高校の
先生方の評価は非常に高く、この事業はぜひ継続して
いかなくてはならないと思っています。また、地区補
助金を活用した素晴らしい事業でもありますので、こ
れからも宜しくお願いします。

〇会員増強について
・会員の皆さんの会員増強への意識を高めるためにも、

例会のたびに新会員の情報提供を求める。
・次回の例会で、O ＤさんとＳＴさんを、新会員入会

告示として理事会に上程する。氏名・勤務先・職業分
類・スポンサーが必要。

クラブフォーラム
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第 2967回例会
令和４年９月 15 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・堰 野 端君　財　みのりの秋！少しでもコロナがおさ

まりますように！
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・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　いろいろある。いろいろあるから、

人生楽しい！ Enjoy Life ！
・ 泉 君　財　よろしく。
・佐 々 木君　財　今日、健診でした。やはりバリウム

はキツイ。
・カ ン　　　　784 円

会長挨拶　代理　堰野端 展雄 副会長

　先ほども相坂の方で火災がありましたが、今年は火災
が多く皆さんも気を付けてください。
　コロナの感染者はだいぶ落ち着いてきましたが、９月
10 日（土）11 日（日）と十和田市秋まつりが開催され、
かなりにぎわっていましたので少し気になります。

・第 10 回とわだ面接セミナーの記事が、デーリー東北
に掲載されたので回覧します。

・おいらせＲＣから、当クラブとの合同例会の案内が来
ました。（主管：おいらせＲＣ）

　日　時：10 月 26 日（水）　18：30 ～
　場　所：レストラン　カワヨグリーンロッヂ
　　　　　おいらせ町向山５丁目 3331
　会　費：5,000 円
　締切り：10 月 12 日（水）
・ＲＩ第 2830 地区　地区大会　新ＰＨＦ・ＭＰＨＦ・

べネファクター・新米山功労者・Ｍ米山功労者　特別
昼食会の案内が来ました。地区大会に参加する方の対
象者は、白山春男会員（ＭＰＨＦ７回目）、大竹正貴
会員（新ＰＨＦ、新米山功労者）です。

　日　時：10 月１日（土）12：30 ～ 13：15
　場　所：むつグランドホテル１階『孔雀の間』

・ロータリー財団から、『国際識字デー』を記念して識
字向上を支えるために、ロータリー財団への寄付のお
願いが来ました。

・ハイライトよねやまが来ました。
・９月 17 日（土）13：00 から、公共イメージ向上委

員会のセミナーがオンラインで開催され、柿本聡公共
イメージ・会報・ＷＥＢ委員長が参加予定です。

・地区事務所から、ロータリーカードの取得と利用促進
のお願いが来ました。

　　利用額の 0.3% がポリオへの寄付金になります。
・地区事務所から、地区ロータリー財団セミナー兼補助

金管理セミナー及び PrePETS ＃１開催の案内が来ま
した。

　日　時：12 月４日（日）13：00 ～ 16：30
　場　所：ホテル青森３F
　　　　　青森市本町２丁目１―26
　登録料：無料

　十和田八甲ＲＣのスポンサークラブについて、当クラ
ブがスポンサーであるかどうかを調べた注１結果、スポ
ンサークラブではありませんでした。十和田八甲ＲＣの
スポンサークラブは、十和田ＲＣ１クラブでした。
　注１　過去の当クラブ会報で確認できず。地区事務所

へ問い合わせも確認できず。ＲＩ日本事務局地区
支援室へ問い合わせも、ＲＩの情報保護規則によ
り情報提供できないとのこと。ロータリーの友、

『友』電子版アーカイブにて検索し確認した。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

クラブ協議会兼理事会

１）おいらせＲＣと合同例会に伴う例会日変更の件
　おいらせＲＣから、当クラブとの合同例会を
10 月 26 日（水）18：30 から開催すると案内がき
たので、当クラブの例会開催予定の 10 月 27 日（木）
夜例会を 10 月 26 日（水）に変更する。

２）新会員入会告示の件
　　〇氏　　　名　ＮＯ 様
　　　勤　務　先　ＯＤ
　　　　　　　　　代表取締役
　　　スポンサー　ＭＳ会員
　　〇氏　　　名　ＹＭ 様
　　　勤　務　先　ＳＴ
　　　　　　　　　代表取締役
　　　スポンサー　ＭＳ会員
上記の通り全員一致で承認。

クラブフォーラム
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クラブ協議会兼理事会

１）10 月例会運営の件
　　昨今のコロナ感染者数の減少を鑑み、
　　10 月 6 日（木）昼例会　通常通り会食ありの
　　　　　　　　　　　　　　例会とする。
　　10 月 13 日（木）昼例会　通常通り会食ありの
　　　　　　　　　　　　　　例会とする。
　　10 月 20 日（木）昼例会　通常通り会食ありの
　　　　　　　　　　　　　　例会とする。
　　10 月 26 日（水）夜例会　おいらせＲＣと合同
　　　　　　　　　　　　　　例会。
上記の通り全員一致で承認。

第 2968回例会
令和４年９月 22 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・ 泉 君　財　よろしく。
・田中（健）君　財　本日２回目の幹事代行。緊張してい

ます。よろしくお願いします。
・金 沢君　財　よろしくです。
・佐 々 木君　財　よろしくお願いします。
・照 井君　財　先月コロナにかかりました。
・堰 野 端君　財　コロナ激減。皆様、夜の街へ！
・竹 島君　財　よろしくお願いします。
・杉 山君　財　秋めき、良き季節と、穏やかな世相

になりますように！
・カ ン　　　　1,384 円 〇金沢 守昭 会計

　　ロータリー財団の積立てについて、当クラブ目標の
一人 180 ＄に達していませんが、ロータリーレート
が毎月上がっていて、来月もさらに上がることが予想
されるので、今月で一度締めて送金します。

〇柿本 聡 公共イメージ・会報・ＷＥＢ委員長
　　９月 17 日（土）に Zoom で開催された地区の公

共イメージ向上委員会セミナーの報告をします。
　　第１地域、第２地域、第３地域の RPIC（ロータリー

公共イメージコーディネーター）のビデオメッセージ
を視聴し、公共イメージの重要性と、ロータリーブラ
ンドとロゴの重要性を学びました。

・ロータリー財団から、寄付のお礼のメールがきました。
・新会員入会告示が先週の例会でされました。
　　〇氏　　　名　ＮＯ 様
　　　勤　務　先　ＯＤ
　　　　　　　　　代表取締役
　　　スポンサー　ＭＳ会員
　　〇氏　　　名　ＹＭ 様
　　　勤　務　先　ＳＴ
　　　　　　　　　代表取締役
　　　スポンサー　ＭＳ会員
　　２名の方に異議のある方は９月 29 日（木）までに、

事務局まで連絡してください。
・10 月 26 日（水）は、おいらせＲＣと合同例会です。

18：30 からカワヨグリーンロッヂで開催します。集
合場所はＤ 51 前で、カワヨさんのバスで 18：00 に
出発します。

・第 10 回とわだ面接セミナーの記事が、東奥日報に掲
載されたので回覧します。

・青森ＲＣから、「青森ＲＣ例会の卓話」の案内が来ま
した。

　日　時：10 月 13 日（木）12：00 ～ 13：30
　場　所：ホテル青森３階「あすなろ・はまなすの間」
　　　　　青森市提橋１丁目 23
　講　師：2020―22 年度よねやま親善大使
　　　　　ウォーターズ・カレン・ジュリア様
　ビジター料：2,500 円

委員会報告

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長
　先週の例会は、娘の結婚式のため休みました。教会の
バージンロードを歩き感動しました。
　今週の土曜日は、十和田八甲ＲＣの創立 20 周年が十
和田市民文化センターとサン・ロイヤルとわだで開催さ
れますので宜しくお願いします。

幹事報告 代理 田中 健太郎  副幹事
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感謝状を受け取った竹島直樹会長（右）

十和田八甲 RC 創立 20 周年記念式典

日時：令和４年９月 24 日（土）
　　　13:00 ～ 14:30　記念講演（大畑大介氏）
　　　15:00 ～ 16:15　記念式典
　　　17:30 ～ 19:30　記念祝賀会
会場：十和田市民文化センター（記念講演・記念式典）
　　　サン・ロイヤルとわだ（記念祝賀会）

十和田八甲ＲＣ創立 20 周年記念式典・祝賀会

　十和田八甲ＲＣ創立 20 周年記念式典・祝賀会が開催
され、記念式典において、十和田八甲ＲＣから、当クラ
ブに友好クラブの感謝状の贈呈がありました。

今 後 の 予 定

3 日（木）第 2973 回例会　休会（文化の日）
10 日（木） 12:30　第 2974 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
17 日（木） 12:30　第 2975 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：ロータリー財団委員長卓話
　　　　　　　『ロータリー財団について』
22 日（火）18:00　第 2976 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　夜：十和田市内３クラブ合同例会
　　　　　　　（主管：十和田 RC）

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
26 日（水）18:30　第 2972 回例会：レストラン  カワヨグリーンロッヂ
　　　　　夜：おいらせ RC と合同例会
　　　　　　　（主管：おいらせ RC）

10 月
地域社会の経済発展月間
米山月間

11月 ロータリー財団月間


