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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

2020 - 2021年度

第１回クラブアッセンブリー
ガバナー補佐公式訪問

勝

情報提供を行います。

雅行 委 員 長

■クラブ奉仕委員会／ 佐々木憲明

副委員長

２．それらの理解のために、日本ロータリーの発
行する「ロータリーの友」誌熟読の勧めを
図り、それをテーマに入会３年未満会員の

クラブ奉仕委員会は、米内会長のテーマ『奉仕
の輪を拡げ困難を乗り越えよう』のもと、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ので米内年度
会員の皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。

卓話を２回程度実施したいと思っています。
〔出席〕工藤幸一 委員長

ホルガー・クナークＲＩ会長テーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」
米内正会長テーマ
「奉仕の輪を拡げ困難を乗り越えよう」
ロータリーは、「機会の扉」を開くため、「奉仕
の輪」を拡げるために、ロータリー活動への参加
の権利を与えてくれます。そしてまた、他のロー

〔会員増強〕佐々木憲明 委員長

米内会長が掲げるテーマ『奉仕の輪を拡げ困難
を乗り越えよう』の下で、会員増強委員会では、
次の計画目標を掲げて活動して参ります。
会員増強はロータリーの最優先事項の一つに挙

タリー例会にメークアップする権利もあります。
ぜひ、この権利を活用していただきたいと思いま
す。
出席委員会は、従来通りのカウント方法にて、
６月の出席率８０％例会（６４名/ ７９名）を、
今年度も継続すべく活動していきます。

げられており今期は従来の活動に加えて
１．職業分類調査により職業を反映したクラブに
なっているか？
２．会員維持力を高めているか？
３．会員の満足度を高めているか？
以上の調査を実施してクラブの現状を評価し活

そのために
１．盛岡ロータリーの委員会行事やメークアップ
対象行事の情報提供
２．他ロータリークラブ行事（市内他クラブ、地
区行事）の情報提供
３．新入会員へのメークアップ方法、対象行事の
説明

気あるクラブを作ることにより新規会員の増強に
努めてまいります。
〔ロータリー情報〕勝部民男 委員長

４．出席の少ない会員へのメークアップを含めた

会長の意向に沿い、以下の活動を目指します。

働きかけを他の委員会と協力し、HPを含め
た情報提供を務めます。

１．新入会員のためのオリエンテーションを含
め、3年未満の会員を対象として、ロータリ
ーの歴史、綱領並びに活動内容についての
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〔会報〕佐藤仁志 委員長

当クラブの会報は、クラブ活動への理解や情報
収集、相互の親睦を深める目的で、長い歴史の中

このような中でも会員相互の親睦を深めるため
の行事を開催し、手を取り合って困難を乗り越え
ていけるような活動にしたいと考えています。

で様々な工夫が加えられた非常に完成されたもの
であります。これに加えて、社会のオンライン化
の要望の中で昨期ホームページ（HP）が全面リ

他クラブからの来訪ロータリアンを歓迎し、又
ゲストにも楽しく参加いただけるようSAAと共
に協力していきます。

ニューアルされました。会報を従来の紙面発行だ
けでなく、リアルタイムな情報発信に取り組みま
す。会員だけでなく一般の方々へも広く情報を提

地区外からの来訪ロータリアンへの記念品と共
に、地区内を問わず10人ごとのビジターへの記念
品を贈呈します。
ニコニコBOXの目標を150万円とします。
【親睦会行事予定】
8月27日（木） 納涼会
ニューウィング

供するよう努めてまいります。
１．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」に沿った、皆様に役立つ会
報発行を行います。

10月22日（木） 秋の懇親会・職場訪問
グランドホテル
12月25日（金） 年忘れ家族会 ニューウィング

２．プログラム委員会と連携し、卓話について会
員、会員外の方々にもわかりやすい記事の

1月14日（木） 新年慶寿の会
4月22日（木） 観桜会
親睦ゴルフ会

掲載に努めます。
３．HPについては、担当委員を設け、行事予定
や変更などを即時発信するよう努めます。会
報紙面にQRコードを掲載して簡単にHPにア
クセスできるようにしたうえで、クラブ外
の一般の方にも、奉仕活動が分かるように
いたします。
４．会報担当者の負担軽減のため、バックアップ
体制の拡充に努めます。

〔ＳＡＡ〕飯塚

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」にもとづき、新型コロナウイルスの
感染拡大で、例会の開き方にも配慮が求められる
中で、親睦と奉仕の気持ちをより高めていけるよ

金沢

滋 委員長

■職業奉仕委員会／ 星 伸寿

うなプログラムにしたいと考えます。
そのためにまず会員卓話を充実させ、会員が互
いの仕事に理解を深めて仲間意識を育むととも
に、奉仕の気持ちを高めるきっかけにしていきた
いと思います。また、地域社会に理解を深めるよ

副委員長

新型コロナ感染症の影響は、感染者が出ていな
い（6月22日現在）岩手県でもすべての業界に及
んでいます。当委員会は、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、下
記の活動をいたします。
１．ロータリーの目的である、「職業を通して

うなゲスト卓話など、担当委員会とも連携しなが
らプログラムを組んでまいります。

社会のニーズを満たせるように努力を重ねるこ
と」を現場で実感するため、公益性の強い職場を
訪問し、会員のウィズ コロナの役に立つ糧とし
ます。

会員のみなさまの一層のご協力をよろしくお願
いいたします。

茂

ＳＡＡ

例会は、会員が胸襟を開いて親交を深め奉仕を
語り合う機会であり、ロータリーの基本活動です。
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」に則り、例会が有意義な時間となり
ますように努めてまいります。会長、幹事、親睦
委員会をはじめ、各委員会委員各位のご協力をお
願い申し上げます。

〔プログラム〕大久保嘉二 委員長

〔親睦〕白石

肇

喜の字
ホテル大観

委員長

２．会員に対し、関係する職場や学協会、地域
社会において「奉仕の理想」にかなう事例を掘り

ロータリークラブの原点はクラブ奉仕、中でも

親睦委員会にあります。
米内会長方針にある「奉仕の輪を拡げ困難を乗
り越えよう」にあるとおり、

起こし、例会の中で3～ 4回にわたり紹介します。
以上、情報提供などのご協力をよろしくお願い
いたします。

しかし今年は新型コロナウィルスの影響で各種
活動に影響が出ています。
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ります。この困難を乗り越えて実施できるプロ
ジェクトのあり方を鋭意検討し、進めて参ります。

藤村吉隆 委 員 長

■社会奉仕委員会／ 荒川鉄平

副委員長

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。会
員の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願

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、現状コロナ禍にお
いて実践的な活動が制限される分をニューノーマ
ルな社会奉仕の在り方の検討に割いて参ります。
そのため四半期ごとに全体委員会を開催します。

い申し上げます。

「地域発展・環境保全」では環境ポスターの公募、
表彰は状況を見ながら例年通りの開催で進めてま
いります。
「人間尊重・共同奉仕」はコロナと共

諏訪泰幸 委 員 長

■青少年奉仕委員会／ 吉田明弘

青少年奉仕委員会では、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」に沿って、引

存した社会の新しい奉仕の在り方を検討して参り
ます。
「さくら推進」は過去の実績を踏まえ今後
の在り方を検討して参ります。

き続き「自らが学び奉仕すること」「奉仕する青
少年を育てる」ことを目標に掲げ、このコロナ渦
に負けない支援活動をしていきたいと考えます。

各委員長、会員の皆様のご理解ご協力をお願い
申し上げます。
岡村

１．青少年奉仕団体支援
2017-2018年度に、今後5年間の支援先の見直
しをしてから、今年で4年目となります。今年
度も継続して、不登校や引きこもりの問題に
取り組んでいる「NPOポランの広場」、子育て
支援を行っている「NPOいわて子育てネット」、
ひとり親世帯の支援を行っている「NPOイン
クルいわて」、に引き続き資金援助を行います。
「NPOフードバンク岩手」には、引き続き食
料提供による支援を行うため、フードドライ
ブを今年度も継続します。
２．インターアクトクラブ支援
次世代を担う青少年が奉仕活動やインターア
クトクラブの交流を通じて「奉仕の精神」
「地域
貢献」
「国際理解」の考え方を深めるとともに、
彼らの人格や指導力の育成に努め、その活動に

弥 委 員 長

■国際奉仕委員会／ 佐藤重昭

副委員長

国際奉仕委員会は、ホルガー・クナークＲＩ会
長テーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」 米内
正 クラブ会長テーマ ―「奉仕の輪を拡げ困難
を乗り越えよう」―のテーマのもと奉仕の輪を世
界に広げる委員会活動を展開して参りたいと考え
ております。特にも、西島前年度会長の提唱でス
タートし、米内本年度会長が事業継続を意思表示
されているラオス人民民主共和国の医療機関に対
する支援活動を、2520地区補助金の活用を標榜し
つつ、
実施させていただきたいと考えております。
今回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

対する支援を行います。
盛岡農業高校インターアクトクラブへの支援

水用井戸設置プロジェクト」となります。しかし、
同プロジェクトについては、コロナウイルスの世
界的な感染拡大を鑑み、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

講評 柴田

副委員長

と協力を行うとともに、新しい支援の方向性を
検討していきます。

などがありましたらロータリーの友情に免じてお

茂ガバナー補佐

許し願いたいと思っております。さて、新人のガ
バナー補佐としまして補佐の仕事はどのようなも

皆様こんにちは。
本年度第１分区ガバナー補佐を
務めます盛岡東ロータリークラブ
所属の柴田茂と申します。一年間

のかと私なりに調べましたら、まずは四半期に一
度担当のクラブを訪問する事、そして担当の各ク
ラブのプロジェクトや様々な思いをガバナーにお
伝えする事、そして担当クラブの皆様にガバナー

皆様方にお世話になりながらガバ

の意をお伝えする事と書いてありました。クラブ
訪問については新型コロナの感染拡大の状況を見

ナー補佐という大役を何とか務める所存で御座い
ますので何卒ご指導を宜しくお願いいたします。
新人のガバナー補佐でありますので何かと失礼

ながら皆様方のご迷惑にならない範囲でお世話に

3

ROTARY CLUB WEEKLY

なりたいと思っております。そしてクラブのプロ
ジェクトや皆様方の思いについてはガバナーにお

る事が出来ました。各委員長様も真剣にお話され
盛岡ロータリークラブの皆様が活発にそして楽し

話してご理解をして頂きます様に努力をさせて頂
きますので宜しくお願いいたします。
さて先ほど例会前に会長・幹事懇談会と言う事

みながら明るくクラブの運営をされている事が良
く理解できました。最後になりましたが今年の国
際ロータリー会長のテーマは「ロータリーは機会

で米内会長様と大平幹事様から活動計画書を中心
に盛岡ロータリークラブ様のお話を色々と聞きす
る事が出来ました。特に盛岡ロータリークラブ様

の扉を開く」であります。皆様もご存知の通り三
つの色違いの扉が開いています。無限の可能性の
機会の扉、花一輪の植え込みのプロジェクトから

の国際奉仕活動については米内会長様からラオス
人民民主共和国の医療機関に対します支援活動を
地区の補助金を活用して実施していると言う活動

ポリオ根絶のような大きなプロジェクトまで様々
なプロジェクトの機会の扉、そして皆様方や世界
中の人々の幸せへの機会の扉が開いています。私

を説明して頂きました。カーシー群立病院の系列
の診療所の生活用水確保の為の井戸の設置の必要
性のお話をして頂き素晴らしい活動に私自身も感
動した次第です。

たちの国際ロータリー第２５２０地区の伊藤ガバ
ナーはそれらの扉の向こうに突き進んで行動を起
こしましょうと言っておられます。８月７日のガバ
ナー公式訪問の際に詳しく伊藤ガバナーからお話

盛岡ロータリークラブ様の活動はロータリーの
目的の中のクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕その
ものではないでしょうか。これからも奉仕の精神
で米内会長様と大平幹事様を中心にクラブの皆様
一丸となってロータリー活動に頑張って頂きたい
と思います。
そして本日のクラブ協議会（クラブ・アッセン
ブリー）では各委員長様から活動計画もお聞きす

を頂けますので楽しみにして頂きたいと思います。
本日はガバナー補佐訪問をさせて頂きまして誠
にありがとうございました。今年度一年間皆様方
にお世話になりながら何とかガバナー補佐と言う
責任を全うしたいと思っておりますのでご指導宜
しくお願い申し上げ講評と言うより挨拶とさせて
頂きます。
この一年間宜しくお願いいたします。

例 会 報 告
第4回例会
令和2年7月31日㈮

・引き続き第１回クラブアッセンブリー
・講評
RI第2520地区第一分区
ガバナー補佐 柴田 茂様

12時30分 開会点鐘
・司 会 米内正会長
・ロータリーソング
（手に手つないで）
・ゲスト
柴田茂様（RI2520地区 第1分区
ガバナー補佐（盛岡東ＲＣ））
・会長報告 米内正会長
・幹事報告 大平騰一幹事
・委員会報告

【ニコニコBOX】
◆荒川鉄平君…本来であれば7月22
日 〜 8月9日 ま で が 東 京 オ リ ン
ピックで、高校野球夏の甲子園大
会も8月10日からと盛り上がって
いるはずなんですが、今年はコロ
ナウイルスの関係で延期や中止と
なりスポーツイベントも今一つで
すね。
そこで暑気払いを兼ねて（？）恒

出 席 報 告

会員数/78名

出席数/54名

出席率/73.97％

例のなぞかけを一つ
コロナウイルスとかけまして、
炎天下での高校野球の応援と
解きます、
そのこころは、
どちらも観戦（感染）のために
帽子（防止）が重要です
お後がよろしいようで（＾＾”
◆柴田 茂ガバナー補佐…本日は宜
しくお願い致します。
●メークアップ
クラブ委員会＝星・榧野・勝・
小川（彰）
・千崎・上野・
吉田（育）君

前々回/83.78％

プログラムのお知らせ
・８月７日㈮ ガバナー公式訪問
14日㈮ お盆休会
21日㈮ ゲスト卓話 安齊良悦様（盛岡地方気象台 台長）
「気象防災支援の取組み」
（仮）
27日㈭

28日㈮

納涼会 中止
定例理事会（８月７日）においてコロナウィルス感染状況を鑑み中止決定

会員卓話

榧野信治会員「24時間テレビについて」
（仮）
●本号編集担当／菅原浩幸
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