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RI会長テーマ Rotary Opens Opportunities：ロータリーは機会の扉を開く…ホルガー・クナーク
盛岡RC会長テーマ 奉仕の輪を拡げ困難を乗り越えよう 米内 正
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コロナウィルスに負けないよう、困難な状況を乗
り越えて、楽しいロータリー活動を支えていきたい
と思います。
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今年度のプロジェクトの具体的な内容は、
「ラオス
国カーシー郡立病院配下の診療所に対する生活用水
用井戸設置プロジェクト」となります。しかし、前
年の様な実際に現地を訪問しての活動は、極めて困
難な状況と考えております。プロジェクトのあり方
を鋭意検討し、進めて参ります。また、ファンドレ
イジング（財団・基金の積み増し）活動にも積極的
に取り組んで参ります。

米内年度を迎えこの１年間米内会長はじめ理事、
そして会員の皆様と共に支え合っていく所存です。
また、会員増強委員長、クラブ奉仕委員会副委員長、
ゴルフ委員長も拝命しておりますので宜しくお願い
致します。

飯塚

職業奉仕委員長

本年度の米内正会長のテーマ「奉仕の輪を拡げ困
難を乗り越えよう」のもとコロナ禍において活動の
制限が予想されるなかで、ニューノーマルな社会奉
仕を模索し、禍転じて福となすような機会と捉え新
たな扉を開いて参ります。そのために前任の荒川副
委員長はじめ各小委員長、会員各位のご指導ご鞭撻
を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

副会長

佐々木

滋

新型コロナ感染症の経済における影響は甚大なも
のがあります。このような時こそ、新年度のテーマ
「奉仕の輪を拡げ困難を乗り越えよう」のもと、役割
が大きくなった情報インフラの職場（NTT東日本を
予定）を訪問し、また、会員企業の取り組みを例会
にてご紹介していきます。一年間よろしくお願い申
し上げます。

米内会長は、奉仕の輪を拡げ、困難を乗り越えよ
うと呼び掛けています。会員の皆様の理解と協力を
得て、米内会長を支えつつ、楽しいロータリー活動
にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし
ます。

海野

クラブ奉仕委員長

クラブ奉仕委員会は、昨年度もう少しで達成でき
た会員増強、また出席率の向上を図り、会報におけ
るホームページの改善、魅力あるプログラムやロー
タリー情報、親睦行事の充実など、各小委員会との
連携を取りながら委員会一丸となって活動して参り
ます。

今年度の私のテーマは「奉仕の輪
を拡げ困難を乗り越えよう」とさせ
ていただきました。
年明け早々に中国武漢を発生源と
する新型コロナウィルス感染症が
あっという間に拡大し、いつ第２波・
第３波の感染が起こるか分かりませ
ん。このような状況下では今年度の事業計画は例年
の事業計画を継承するのみで新規の事業計画は立て
られません。
このような困難な時こそ、会員相互の友情・親睦
を強固して、無理のない範囲で、奉仕活動を行いた
いと考えております。どうぞ今年一年のご支援をよ
ろしくお願いいたします。

熊谷

雅行

ＳＡＡ

諏訪

ＳＡＡは会場の品位と秩序を守るのが本来の役割
です。この点でお願いが二つあります。
一つは遅刻、早退をするときは、この愛の献金箱
に100円を寄付してください。
二つ目はゲスト卓話の際は、よく集中して聞こう
とされて目を閉じて、そうだそうだとうなづく方が
いらっしゃいますが、ゲストのお顔を見てお話をお
聞きくださるようお願いいたします。

泰幸

青少年奉仕委員長

今年度も引き続き、
「NPO ポランの広場」「NPO
いわて子育てネット」「NPO インクルいわて」
「NPO
フードバンク岩手」の４団体に対して支援を行いま
す。
インターアクトクラブの支援につきましても盛岡
農業高校への支援を行いますが、支援の新た方向性
について、なんとか形にして行きたいと思って おり
ます。
最後に、昨日、事務局より皆様ヘメールにて周知
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して頂いておりますが、７月、８月はフードドライ
ブの強化月間となりますのでよろしくお願いします。

吉江

信博

会計

今年は新型コロナ感染の影響で、会員各社の業績
は大変だと思います。会計という立場から時限付き
でロータリー会費の減額を理事役員会に発議、さら
にパスト会長様にも剰余金の一部取り崩しを含めて
ご検討をして頂くようにお願いします。その上で決
定された会費につきましては、決まり次第ご請求申
し上げますので早期の納入をお願いします
会計担当として、来年７月末までには決算を出せ
るように努力して参ります。

大平

騰一

幹事

米内正会長のスローガン「奉仕の輪を拡げ、困難
を乗り越えよう。
」のもと、会員皆様の思いを集めて
奉仕の理想を実現できるよう、力を尽くしたいと思
います。
県境を越えた地区内での活動が大幅に制限される
中、盛岡ロータリークラブ内での会員相互の意思疎
通・意見交換の更なる活性化と力の集結に働きかけ
を行いたいと考えています。

例 会 報 告

・新理事就任挨拶

第１回例会

【ニコニコBOX】

令和２年７月３日㈮
12時30分 開会点鐘
・司 会 米内正会長
・国歌 君が代
・ロータリーソング（奉仕の理想）
・ゲスト 趙 玥棋さん
（本年度米山記念奨学生）
・会長報告 米内正会長
・新入会員紹介 柴田英貴会員
（清水建設 盛岡営業所長）
・入会祝 佐藤義正・飯塚 肇・
熊谷隆司・岡村 弥・海野 尚・
工藤幸一・近藤一英君
・誕生祝 藤村吉隆・三原康展・
吉田明弘君
・結婚祝 安川慎治・吉江信博君
・幹事報告 大平騰一幹事
終了後第１回定例理事会開催
・委員会報告

出 席 報 告

会員数/76名

◆佐藤年男君…皆さん、
こんにちは。
盛岡ターミナルビルの佐藤です。
去る６月29日開催の株主総会に
おきまして退任いたしました。社
長就任と同時に盛岡ロータリーク
ラブに入会し丁度２年となりまし
たが、残念ならが退任と同時に退
会いたします。皆さま方に温かく
迎えて頂き、あっという間に２年
間が過ぎました。例会や家族パー
ティー等楽しく過ごすことができ
ました。本当にありがとうござい
ました。後任につきましては改め
て入会させて頂きますので、宜し
くお願いいたします。盛岡ロータ
リークラブの益々のご発展と、会
員皆さま方のご健勝をご祈念申し
上げまして、御礼の言葉といたし
ます。大変お世話になりました。
本当に、
ありがとうございました。
◆SAA一同…米内丸の船出を祝い、

出席数/55名

出席率/77.46％

プログラムのお知らせ
・７月10日㈮

新入会員卓話

SAA一同、ニコニコします。
◆佐藤義正君…新入会員の柴田英貴
さんをよろしくお願いいたしま
す。
◆西島光茂君…米内年度おめでとう
ございます。第１回目からお産の
ため欠席です。
申し訳ありません。
◆大久保嘉二君…NHK盛岡放送局
に、新人のアナウンサーが着任し
ました。菅谷鈴夏（すがや・りん
か）アナウンサーで、山梨県の出
身です。新人の女性アナウンサー
は、松村正代アナ以来16年ぶり。
すでに画面にも登場しています。
あたたかい目で見守っていただけ
れば幸いです。
◆荻野忠良君…米内会長はじめ新理
事の方々之から１年間ご苦労様で
す。
●メークアップ
クラブ委員会＝福井・石田・
佐々木（憲）
・吉田（育）君

前々回/80.02％

大泉勝嗣会員

「アフターコロナ、ゴリラから学ぶニューライフ&エトセトラ」
17日㈮

会員卓話

24日㈮

祝日休会

31日㈮

第１回クラブアッセンブリー

・８月７日㈮

眞下卓也会員

ガバナー公式訪問
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