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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２回クラブアッセンブリー
米内

正会長

〔ロータリー情報〕勝部民男 委員長
ロータリー情報として、先ずは「ロータリーの
友」の熟読の勧めをお願いしていますが、12月11
日の例会卓話でその読後感想を２人の会員にお願
いしています。
ロータリーの歴史や綱領、RIの情報など、入
会３年未満の方へ情報提供は、年末或いはその後
にコロナ禍の様子をみながら実施する予定です。

７月の出席率
83.10％ 84.72％ 83.78％ 82.19％ （M4、7、7、6）
８月の出席率
69.86％ 70.27％ 76.71％ （M4、4、2）
９月の出席率
69.44％ 80.82％ 74.32％ （M0、2、3）
６、７月は80％超。８、９月は70％（ほぼ）となっ
ておりますが、８、９月はメーキャップが少ない状
況です。コロナの関係でもあるかと思われますが、
Ｅクラブ（下記）等の活用もお願いします。
「メークアップ参考例（柴田会員より情報提供）
」
ロータリー Eクラブ
http://www.gojo.ne.jp/gojorc/e-club.htm
①メーキャップ（11クラブ）を選択します。
②方法についての説明がありますので、よく読みま
しょう。
③メーキャップ手数料は500円～1000円、クレジッ
トカード決済
④メールアドレスの記入は必須。証明などの連絡が
届きます。
⑤感想または設問の回答記入が必須、最低100文字
～300文字以上。
⑥メーキャップが完了したら、メールアドレスに証
明書が送られてきます。
⑦届いた証明書を事務局にメールで送るか、印刷
して届ける。

〔出席〕工藤幸一 委員長
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（6/5、12、18）を、今年度も継
続すべく活動していきます。

〔会報〕佐藤仁志 委員長
今年度は、特にホームページとの連携を心掛け、
会報委員会活動を行っております。
１．プログラム委員会のご支援の下、卓話者対し

■クラブ奉仕委員会／ 勝 雅行

委員長

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」のもと活動し
ておりますが、このコロナ禍、各小委員長さん方
はご苦労されながら色々工夫を凝らし活動してお
ります。これからも委員一丸となって活動してい
きます。
〔会員増強〕佐々木憲明 委員長
米内会長新年度は75名の会員でスタートし、こ
こ数年来の目標値でもある80名を目標に活動して
参りました。幸いにも、７月に３名の新入会員を
迎える事が出来、紹介して頂いた会員の皆様には
感謝申し上げます。残念ながらお一人の退会者が
おり、現在77名の会員数で推移しております。今
後も、
どうぞ新規入会の会員紹介をお願いします。
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卓話原稿の事前執筆と会への事前送付をお願い
し、校正の効率化と会報内容の充実を行ってお
ります。
２．例会開催直後に、ホームページに例会開催報
告を直ちに掲載。ホームページのタイムリーな
更新を行っております。
３．今年はコロナ禍の影響で、行事の開催中止や
例会会場の変更が多くなっております。変更事
項の周知のため、ホームページに速やかに掲載
しております。
４．会報担当者の負担軽減のためバックアップ体
制をとりましたが、概ね大過なく経緯しており
ます。
今後も皆様のお役に立つ会報と、発信力のある
ホームページ更新を心掛けてまいります。
なお、佐藤の退会のため11月より西舘会報委員
に委員長をお務めいただきます。今後ともよろし
くお願いいたします。

いては状況を見ながら開催するかどうかの判断を
して行きます。

■SAA ／ 飯塚 肇

SAA

第一回クラブアッセンブリーでＳＡＡの役割と
して会場の規律と品位を守ることや、遅刻と早退
時の献金もお願いいたしました。会員の皆様のご
協力で運営できていると思います。
一方、会員数が多くなり、会員を感染から守る
三密対策などがＳＡＡとしての最重要課題になり
ました。
コロナ禍での川徳会場の限界が見られることか
ら、米内会長のご判断を得て、当面の間、会場変
更で対応せざるを得ず、９月は盛岡グランドホテ
ル、10月はホテルメトロポリタン盛岡ニューウィ
ングを例会場とし、今後も二つのホテルで交互に
開催することといたしました。
不慣れなことで放送の手違いなどを起こし、ご
迷惑をおかけしましたが、修正、対処して行きま
すので会員の皆様のご理解と引き続きのご協力を
お願いします。

〔プログラム〕大久保嘉二 委員長
これまでの例会で、会員卓話を５回、ゲスト卓
話を４回実施しました。会員卓話のうち４回は新
入会員。１回は川村登会員の「レジェンド卓話」
でした。入会以来49年間、皆出席を続けている川
村会員の卓話は盛岡ロータリークラブの80年を振
り返るもので、
会長や会報委員長としてのご活躍、
奥様とのなれそめなど、大変興味深いお話を聞く
ことができたと考えています。
新型コロナウイルスの影響で親睦行事が開催で
きず、
通常例会が設定されることが増えています。
納涼会のかわりに設定された例会では、急きょテ
レビ岩手の宮本麗美アナウンサーに、24時間テレ
ビについてお話しいただきました。
今後も、仲間意識と奉仕の気持ちを高めるよう
なプログラムを組んでまいりたいと思います。引
き続き、みなさまのご協力をよろしくお願いいた
します。

■職業奉仕委員会／ 金沢 滋

委員長

新型コロナウィルス感染症拡大の影響は、市内
の経済活動に影響を与えております。当委員会で
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」のもと、下記の活動を行ってお
ります。
１） 職場訪問を10月22日に予定し、新型コロナ
ウィルス禍で増大するデータ通信を守るNTT
東日本岩手支店のご協力を得て実施いたしま
す。訪問時には、リスクが増している災害対策
についても講話いただきます。すでに会員あて
に案内を出しており、約30人の会員が参加予定
です。
２）職業奉仕の精神にのっとった、会員企業様の
取り組み紹介を例会にて実施する予定ですが、
情報のご提供を募っております。
以上、さらなる活動を重ねてまいります。よろ
しくお願いいたします。

〔親睦〕白石 茂 委員長
今年度はスタート当初から新型コロナウィルス
の影響で予定していた親睦行事が軒並み中止を余
儀なくされ、８月27日の納涼会と10月22日予定の
秋の懇親会が中止となりました。また、12月の「年
忘れ家族会」も大勢の会員家族や子供さんが参加
することについて懸念の声がありこれも中止と決
定致しました。
このような中、年明けの「新年慶寿の会」につ
いては開催する方向で打ち合わせ会を開きその準
備をすることと致しました。そのほかの行事につ

■社会奉仕委員会／ 藤村吉隆

委員長

社会奉仕委員会では今期はクリスマス家族会に
お い てNHK歳 末 助 け 合 い 募 金、IBCの チ ャ リ
ティー募金を予定しておりましたがクリスマス会
がキャンセルとなったため24時間テレビ募金同
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度へ向けて各団体の活動の成果などを検証してく
予定を立てておりますが、コロナ過の中で中々進
めずにおります。
先程、米内会長より本日10月16日は世界フード
デーであるというお話もありましたが、盛岡RC
ではフードバンク岩手様へ食糧支援をしておりま
す。本年度は例会会場も月ごとに変更になり、ま
たコロナ過で冠婚葬祭なども減ってきていること
もあり、例年よりフード支援の物資が集まってお
りませんので、皆様方のご協力をお願いたします。
支援物資につきましては、賞味期限があるもので、
（できれば二カ月以上）常温保存が可能で未開封
なものとなっております。また、フードバンク岩
手様のHPを拝見したところ、おかず類の支援が
不足しているとのことでしたので、ご協力をお願
いいたします。
インターアクトにつきましては、毎年、年忘れ
家族会にて盛岡農業高校の生徒さんに盛農で作ら
れた商品の販売会を行っておりますが、今年度は
感染拡大防止の観点から中止のとのことですので、
12月の例会時に販売するなど、盛農さんとこれか
ら打ち合わせをして行きたいと思っております。
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、ここ数年議
論しております、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

様、プログラム委員会と調整の上、通常例会で行
う予定となっておりますので皆様のご協力をお願
い申し上げます。
また年間計画であります四半期ごとの委員会に
おいて、コロナ禍の日常における社会奉仕の在り
方について協議、情報交換して参ります。

■国際奉仕委員会／ 岡村 弥

委員長

国際奉仕委員会は、７月27日に第一回の委員会
を開催し、本年度の活動内容について確認・協議
をさせていただきました。しかし、その後岩手県
内においても、コロナウィルス感染者が相次いで
確認され、委員会の開催が難しい状況が続いてお
ります。
こういった困難な状況の中ではありますが、10
月９日には第12回例会で本年度米山記念奨学生の
岩手大学大学院の趙玥棋さんに「日本留学の成果」
と題して、研究している画像処理などについて卓
話をしていただきました。
また、昨年度より新規事業として取り組んでい
るラオス国カーシー郡立病院への支援について
は、今年度も継続事業となり、地区補助金の申請
も受理され、クラブの予算も承認されております
が、実際に現地に赴きプロジェクトの実施状況を
モニタリング（監査）する事が極めて困難な状況
が続いておりました。しかし10月５日に、昨年か
らお世話になっている現地協力者である西澤氏ご
夫妻から、タイ国に在住していたラオス人である
奥様が、仕事の関係で二週間の隔離期間を経て、
ラオス国に入国するとの情報をいただきました。
少なくても、来年の３月までは同国に在住すると
の事でした。これにより、今年度のプロジェクト
である、
「生活用水用井戸の設置」事業の現地モ
ニタリングが可能になりました。奥様お一人での
モニタリングとなりますが、クラブ理事会でのご
賛同をいただいた後、事業実施の詳細を現地協力
者と協議して参りたいと考えております。
11月は、
「財団強化月間」となります。困難な状
況下ではありますが、会員各位のできる範囲での
財団へのご寄付へのご協力をお願い申し上げます。

■青少年奉仕委員会／ 諏訪泰幸

■会

計／ 吉江信博

会計

米内年度が始まって３ヶ月が経過、皆様のご了
解を得て、剰余金の一部取崩し及び目的別仕訳が
終了致しました。
またコロナ感染影響で、ホテルでの例会開催で
多少例会経費が増えていますが、ゴルフ練習会を
除き、納涼会・秋の懇親会・年忘れ家族会の中止
等もあり、運営上経費面での問題はありません。
現在月次支出状況を毎月把握しており、来年米内
年度終了後７月には決算報告が出来る様に、引続
き努力して参りたいと思います。

委員長

青少年奉仕委員会では、本年度も「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」の「NPOフードバンク岩手」の
４団体に対して支援行っております。５年間の支
援方針の決定から４年目の本年は最終年度の来年

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

講評／西島光茂 直前会長
新型コロナ禍で、各種行事が中止や例会場が変更
になる中、各委員会とも創意工夫して活動してい
る。引き続き団結し、ロータリー精神を貫こう！
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ゴルフ練習会
コロナの影響で春の練習会が中止となりました

なり戸惑う方もいらしたと聞きました。そんな中

が、10月４日メイプルCCにて待望の練習会を開催

で見事初優勝を飾ったのは熊谷隆司会員です。

出来ました。
初の試みとして65歳以上のプレーヤー

おめでとうございました。来春にも予定してお

はカップの大きさを可変にすることで楽しんで貰

りますので65歳以上の会員の皆様の参加を、お待

う意図です。65歳未満のプレーヤーは、ノータッ

ちしております。

チ完全ホールアウトと普段あまりしないルールと

変お世話になりました。皆様のご健勝

例 会 報 告

と、盛岡ロータリークラブの発展を祈
念して、ニコニコします。

第13回例会

◆米内正君…本日の例会はクラブアッセ

令和２年10月16日㈮
12時30分
・司

ゴルフ実行委員長

佐々木憲明

りました。
◆藤村文昭君…去る、10月６日に協同組
合盛岡卸センター創立50周年式典を
無事に開催することができました。残

ンブリーです。コロナ禍のたいへん厳

念ながら、コロナ禍のため祝賀会は開

しい状況の中、担当の会員の方々、お

けませんでしたが、多くの皆様のご支

開会点鐘

よび会員の皆様のご尽力によりスムー

援で50周年を迎えることができまし

米内正会長

ズに会の運営を行うことができており

た。二代目の理事長が故熊谷昭三さ

ます。感謝を込めてニコニコします。

ん、三代目が故池野和夫さん、そして

会

・ロータリーソング
（それでこそロータリー）
・会長報告

米内正会長

・幹事報告

大平騰一幹事

◆金沢滋君…会報委員会の佐藤委員長

五代目が私藤村文昭。現在、副理事

が本日の例会を最後に転勤されます。

長として岡村弥さんと、役員として多

長く盛岡ロータリークラブを愛して下

くの盛岡ロータリーメンバーがおりま

・終了後第２回クラブアッセンブリー

さり感謝です。ご栄転にニコニコしま

す。会員の皆様には今後ともよろしく

・委員会報告

す！！仙台にいっても盛岡にはちょく

ご指導をお願いいたします。

ちょく戻られるでしょうから、おまち

【ニコニコBOX】

しております。

●メークアップ

◆佐藤仁志君…11月１日付にて仙台に異

◆勝部民男君…佐藤仁志さんの転任退

動になりますので、今月末にて退会い

会は晴天のへきれきでした。ずうっと

盛岡中央R.C.＝佐藤（康）君。

たします。

盛岡におられるとつい思ってしまって

クラブ委員会=眞下・吉田（育）
・白石・

本日が例会への最終出席になります。

いました。仙台では体に気を付け、さ

安川・田村君

2013年11月の入会以来、丸７年間大

らに活躍して下さい。色々お世話にな

出 席 報 告

会員数/77名

出席数/50名

出席率/67.57％

Ｅクラブ=柴田君

前々回/79.45％

プログラムのお知らせ
・10月23日㈮
30日㈮
・11月６日㈮
13日㈮

ゲスト卓話 佐藤光彦様（盛岡ローカルハブ㈱ 代表取締役社長）
「新しい盛岡バスセンター（ローカルハブとマザリウム）(仮）
」
特別休会②
ゲスト卓話 細越確太様（
（一社）次世代漆協会 代表）
新入会員卓話
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佐々木和俊会員

●本号編集担当／佐々木

和俊

