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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
・堰 野 端君　財　八甲田、初冠雪！寒いですね。皆様、

ご自愛を！
・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・佐 々 木君　財　よろしくお願いします。
・ 泉 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　2022年も残すところ３か月！頑張ろ

う、日本！
・芋 田君　財　10 月８日（土）官庁街清掃、ご協力

宜しくお願いします。
・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。
・カ ン　　　　1,208 円

第 2969 回例会
令和４年 10 月６日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

会長報告　竹 島 直 樹  会 長

　先日開催された、十和田八甲ＲＣ創立20周年、地区大
会（むつ市）に参加された方、ありがとうございました。

・十和田八甲ＲＣ創立 20 周年式典において、友好クラ
ブとして十和田八甲ＲＣから当クラブに感謝状の贈呈
がありました。

・地区大会に参加して来ました。ゲストスピーカーとし
て、宮下宗一郎むつ市長の卓話があり、勉強になりま
した。

・「アクトの翼」が今年度再開されます。
・ＲＩ年次国際大会がメルボルン・オーストラリアで、

2023 年５月27日（土）～31日（水）に開催されます。

・10 月のロータリーレート　145 円／＄
・10 月８日（土）に、小さな親切運動十和田支部と当

クラブ共同で、官庁街通りの清掃を午前８時から行い
ますので、ご協力お願いします。

・地区事務所から、「アクトの翼」実施のお知らせが来
ました。

　　日　　　　程：令和５年１月初旬出発の４泊５日
　　　　　　　　　（もしくは５泊６日）程度
　　訪　 問 　地：台湾国　台北市及び宜蘭県羅東鎮
　　派遣想定人数：インターアクター　　　　　　20 名程度
　　　　　　　　　引率教師・引率ロータリアン　10 名程度
・地区事務所から、ガバナーノミニー・デジグネート
（2025 ～ 26 年度ガバナー）推挙・決定のお知らせが
来ました。

　　氏　　名：米谷恵司（よねや　けいじ）
　　クラブ名：青森モーニングＲＣ
　　職　　業：株式会社カードック米谷オート
　　　　　　　代表取締役
・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 10 月末まで。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

十和田八甲 RC から贈呈された感謝状
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クラブ協議会兼理事会

１）次年度地区委員長承認・承諾の件
国際奉仕委員長及び危機管理委員会委員　
白山春男会員

２）新会員承認の件
　９月 15 日（木）に告示した O 様、M 様は、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。今後入会交渉をしてください。

３）市内３クラブ合同例会開催のための例会変更の件
　主管クラブの十和田ＲＣから、11 月 22 日（火）
18：00 からサン・ロイヤルとわだにおいて開催す
るとの案内が来ました。これに伴い、当クラブの
11 月 24 日（木）の夜例会を 11 月 22 日（火）に
変更する。

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

・ＲＩマーケティング部から、ブランドニュースが来ま
した。

・十和田ＲＣから、十和田市内３クラブ合同例会の案内
が来ました。

　日　時：11 月 22 日（火）18：00 ～
　場　所：サン・ロイヤルとわだ
・おいらせＲＣから、10 月 26 日（水）の合同例会中

止のお知らせが来ました。
川口彰五郎様（パストガバナー・おいらせＲＣ）が、
10 月 5 日（水）にご逝去されたため。

・地区事務所から、世界ポリオデーについてのお願いが
来ました。

　　啓蒙イベントなどの、動画や写真の提出。
　　送り先：info@moriuchi-a.com
・地区事務所から、次年度地区委員長および委員承認・

承諾のお願いが来ました。
　　国際奉仕委員長及び危機管理委員会委員
　　白山　春男会員
・地区事務所から、次年度地区委員推薦のお願いが来ま

した。

委員会報告

〇芋田 一志 会場監督
　10 月８日（土）に、小さな親切運動十和田支部と当
クラブ共同で、官庁街通りの清掃を午前８時から行いま
すので、ご協力お願いします。
〇柿本　聡 公共イメージ・会報・ＷＥＢ委員長
　会報 2022 年 10 月６日号の２ページ、写真説明の
欠畑茂治会員の字が間違っていました。
　（誤：欠端→正：欠畑）訂正してお詫びします。

・世界ポリオデーについて
　　10 月 20 日（木）の例会において、ニコニコとは

別にポリオの募金をつのり、ロータリー財団に送金す
ることを、当クラブの世界ポリオデーの事業とする。

クラブフォーラム

４）おいらせＲＣとの合同例会中止のよる夜例会変更の
件
　おいらせＲＣと合同例会（おいらせＲＣ主管）の
ため、９月 15 日（木）の当クラブ理事会で夜例会
を 10 月 27 日（木）から 10 月 26 日（水）に例会
日を変更しましたが、川口彰五郎様（パストガバ
ナー・おいらせＲＣ）が、10 月 5 日（水）にご逝
去されたため、おいらせＲＣから合同例会中止のお
知らせが来ました。したがって、当クラブの例会を
10 月 27 日（木）に戻し、当クラブ単独の夜例会
とする。会場は、サン・ロイヤルとわだ。時間は
18：30 から。

５）川口彰五郎様（パストガバナー・おいらせＲＣ）葬
儀お悔やみの件

　　　10 月 5 日（水）ご逝去。
　当クラブに卓話にきていただいたり、おいらせ
ＲＣと毎年合同例会を開催していることもあるの
で、香典 10,000 円と弔電を出すこととする。

上記の通り全員一致で承認。
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第 2970 回例会
令和４年 10 月 13 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・欠 畑君　財　秋本番！紅葉を楽しみたい。
・芋 田君　財　10 月 8 日（土）官庁街清掃、ご協力

有難うございました。来年も宜しく
お願いします。

・堰 野 端君　財　よろしくです！
・ 泉 君　財　よろしく。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・佐 々 木君　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。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・白 濵君　財　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　905 円

・地区事務所から、2022 － 23 年度地区大会のお礼が
来ました。

・命を大切にする心を育む県民運動推進会議から、令和
４年度命を大切にする心を育む県民運動推進フォーラ
ム開催のお知らせが来ました。

　日　時：12 月４日（日）
　会　場：県立保健大学 講堂
　　　　　青森市大字浜館字間瀬 58-1
　会　費：無料
　締切り：11 月 22 日（火）

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

会長報告　竹 島 直 樹  会 長

　10 月８日（土）の官庁街通りの清掃に参加した皆さま、
ありがとうございました。

　成田秀治 2021 － 22 年度ガバナーから地区表彰の表
彰状が来ました。
・2021－22 年度ロータリー財団寄付成績優秀クラブ
　第２位
・長寿ロータリアン　　　　　　高村　和雄会員

　成田秀治 2021 － 22 年度ガバナーから地区表彰の記
念品が来ました。
・新ポール・ハリス・フェロー　溝口奈美子会員
　　　　　　　　　　　　　　　大竹　正貴会員
　　　　　　　　　　　　　　　白濵　道義会員
・新米山功労者　　　　　　　　鈴木　陽大会員
　　　　　　　　　　　　　　　白濵　道義会員
　　　　　　　　　　　　　　　大竹　正貴会員
　　　　　　　　　　　　　　　堰野端展雄会員

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

米山功労者とポール・ハリス・フェローの米山功労者とポール・ハリス・フェローの
記念品を受け取る白濱 道義会員（右）記念品を受け取る白濱 道義会員（右）

米山功労者とポール・ハリス・フェローの米山功労者とポール・ハリス・フェローの
記念品を受け取る大竹 正貴会員（右）記念品を受け取る大竹 正貴会員（右）

米山功労者の記念品を受け取る堰野端 展雄会員（右）米山功労者の記念品を受け取る堰野端 展雄会員（右）

ロータリー財団寄付成績ロータリー財団寄付成績
優秀クラブ感謝状優秀クラブ感謝状

高村 和雄会員の高村 和雄会員の
長寿ロータリアン感謝状長寿ロータリアン感謝状
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クラブ協議会兼理事会

１）十和田市町内会連合会　創立 50 周年記念式典・記
念事業・祝賀会　会費の件

　　会費 6,000 円を交際費から支出する。
上記の通り全員一致で承認。

米山についての卓話
堰野端 展雄 米山奨学生委員長

・『2022 － 23 ロータリー米山記念奨学事業豆辞典』参
照。

第 2971 回例会
令和４年 10 月 20 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・白 山君　ポリオ　よろしく。
・竹 島君　ポリオ　よろしくお願いします。
・大 竹君　ポリオ　よろしくお願いします。
・ 泉 君　ポリオ　よろしく。
・芋 田君　ポリオ　ポリオ根絶に協力をさせて頂き

ます。
・金 沢君　ポリオ　よろしくです。
・柿 本君　ポリオ　宜しくお願いします。
・堰 野 端君　ポリオ　秋本番！朝夕、めっきり寒くな

りました。皆様、ご自愛を！
・佐 々 木君　ポリオ　よろしくお願いします。
・白 濵君　ポリオ　宜しくお願いします。
・欠 畑君　ポリオ　End Polio Now ！人は動く！第

８波、インフルに備えよう。
・カ ン　　　　　　2,056 円

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

　10 月 24 日（月）が世界ポリオデーなので、本日の
例会では白山春男ポリオ委員長にポリオについての卓話
をお願いしています。
　『アクトの翼』が、2023 年１月３日（火）から８日（日）
まで実施される予定です。姉妹クラブの羅東扶輪社との
関係もありますので、会長として参加したいと思ってい
ます。

・『アクトの翼』参加者募集の案内が来ました。
　訪問地：台湾国　台北市及び宜蘭県羅東鎮
　行　程：2023 年１月３日（火）～１月８日（日）
　参加者：インターアクター（20 名ほど）
　　　　　担当顧問教師（若干名）
　　　　　ＲＣ会員（若干名）
　費　用：265,000 円～ 290,000 円程度

（インターアクターと担当顧問教師には、地
区と提唱クラブより助成金支給予定で、３分
の１になる予定）

・ＲＩ会員増強担当部から、会員増強詳細報告が来まし
た。

・ＲＩロータリー研修・開発担当部から、『ハラスメン
トの対処法について』が来ました。

・地区事務所から、ガバナーノミニー・デジグネート
（2025～26年度ガバナー）決定のお知らせが来ました。

　　氏　　名：米谷恵司（よねや　けいじ）
　　クラブ名：青森モーニングＲＣ
　　職　　業：株式会社カードック米谷オート
　　　　　　　代表取締役
・ハイライトよねやまが来ました。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

委員会報告

〇芋田 一志 会場監督
　10 月８日（土）に、小さな親切運動十和田支部と
当クラブ共同で、官庁街通りの清掃を午前８時から行
いました。参加していただいた皆様、有難うございま
した。

〇柿本　聡副 会計
　小さな親切運動十和田支部から、年会費の請求が来
ました。予算計上しているので、振り込みます。

・地区事務所から、故川口彰五郎様（パストガバナー・
おいらせＲＣ）の通夜のお知らせが来ました。

　10 月５日（水）ご逝去
　通　夜：10月10日（月）16：30～18：00　一般の弔問受付
　式　場：カワヨグリーンロッヂ
　　　　　上北町おいらせ町向山 3331
　喪　主：川口とく様（ご令室）
・翻訳委員会から、１月と４月のロータリー財団管理委

員会議事録が来ました。
・十和田ＲＣから、十和田市内３クラブ合同例会の案内

が来ました。
　日　時：11 月 22 日（火）18：00 ～
　場　所：サン・ロイヤルとわだ
　会　費：5,500 円
・十和田市町内会連合会から、創立 50 周年記念式典・

記念事業・祝賀会の案内が来ました。
　　記念式典：12 月４日（日）10：00 ～　
　　　　　　　　　　　　　　十和田市民文化センター
　　記念事業：12 月４日（日）12：00 ～ 16：00　
　　　　　　　　　　　　　　十和田市民文化センター
　　祝 賀 会：12 月４日（日）18：00 ～ 20：00　
　　　　　　　　　　　　　　サン・ロイヤルとわだ
　　会　　費：6,000 円
　竹島直樹会長が参加予定。
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第 2972 回例会
令和４年 10 月 27 日（木）18：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・杉 山君　財　初めての夜例会。宜しくお願い致し
ます。

・竹 島君　財　久しぶりの夜例会。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。
・高 村君　財　よろしく。
・堰 野 端君　財　コロナ第８波？もう少しおさまって

欲しいですね！
・芋 田君　財　よろしく。
・白 山君　財　よろしく。
・金 沢君　財　よろしくです。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　2,411 円

〇金沢 守昭 会計
　　本日のニコニコは、全てポリオプラスへ送金します。
〇佐々木 紀仁 ロータリー情報・雑誌委員長
　　D・T 様に入会について以前聞いたときは、様々な

役職に就いていて今のところは考えていないとのこと
でした。

・『ガバナーエレクト国際協議会出席壮行式』開催の案
内が来ました。

　日　時：12 月 11 日（日）17：00 ～ 19：00
　場　所：ホテル青森３階『孔雀の間』
　　　　　青森市堤町１丁目１―23
　登録料：10,000 円　パートナー 5,000 円
　締切り：11 月 18 日（金）
・羅東扶輪社から、『アクトの翼』について、人数と日

程を教えてほしいとのメールが来ました。白山春男会
員が対応します。

・2023 年国際ロータリー年次大会【メルボルン大会】
の案内が来ました。

　日　時：2023 年５月 27 日（土）～ 31 日（水）
　場　所：メルボルン（オーストラリア）
　登録料：2022 年 12 月 15 日（木）まで　USD475
　　　　　2023 年 3 月 31 日（金）まで　USD575
　　　　　2023 年 5 月 31 日（水）まで　USD675

・10 月 24 日（月）は、世界ポリオデーです。
・ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気で

あり、特に感染しやすいのは５歳未満の子供です。日
本では一般に『小児まひ』と呼ばれることもあります。

・デイビット C. フォワード著『奉仕の一世紀』参照。

委員会報告

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長
　本日は、会長として初めての夜例会開催になります。
本来であれば、おいらせＲＣとの合同例会の予定でした
が、おいらせＲＣで不幸ごとがあり、中止になり残念に
思っています。
　世の中では、子どものいじめや不登校が増えて、過去
最高の数字だということです。我々ロータリーでも青少
年のプログラムを持っていますので、機会があれば考え
ていかなくてはならないと思っています。

委員長卓話　白山 春男 ポリオ委員長

〇芋田 一志 会場監督
　ウクライナの情勢や気候を鑑み、ウクライナへホッ
カイロを送るなどの活動を、クラブ単独や、十和田市
内３クラブ共同や、地区で活動することができないだ
ろうか。

〇白山 春男 地区国際奉仕委員長
　　上記の件を、地区へ問い合わせをする。

クラブフォーラム

卓話をする白山 春男卓話をする白山 春男ポリオ委員長ポリオ委員長

地区のポリオ根絶ポスターの前で地区のポリオ根絶ポスターの前で
ポリオ根絶まで「あと少し」のポーズポリオ根絶まで「あと少し」のポーズ
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      懇親会

R財団寄付が9,000ドル超えの白山 春男会員（右）

R財団寄付が6,000ドル超えの高村 和雄会員（右）

乾　杯：堰野端 展雄副会長 中締め：肴倉 治ロータリー
　　　　財団委員長

二次会で誕生日会が開催されました。
於：居ザック　美庵

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（木） 12:30　第 2977 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
8 日（木） 12:30　第 2978 回例会：サン・ロイヤル とわだ

　　　　　昼：クラブフォーラム
11 日（日） ガバナーエレクト壮行会：ホテル青森
15 日（木） 12:30　第 2979 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：年次総会
　　　　　　　『次年度役員選出、会計中間報告』
22 日（木）18:30　第 2980 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　夜：忘年会

11月

12月

ロータリー財団月間

疾病予防と治療月間

・青少年育成十和田市民会議から、構成団体等合同研修
会開催のお知らせが来ました。

　日　時：12 月３日（土）13：00 ～ 15：40
　場　所：十和田市民文化センター第一研修室
　締切り：11 月 15 日（火）
　竹島直樹会長が参加予定。
・ＲＩロータリー財団から、ポール・ハリス・フェロー

の認証状とバッジが来ました。
　白山　春男会員
　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（８回目）
　高村　和雄会員
　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（５回目）
　佐々木紀仁会員
　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（１回目）
　工藤　淳一会員
　　ポール・ハリス・フェロー


