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第18回例会（２月12日）
令和３年２月19日発行

■クラブ奉仕委員会／勝　雅行　委員長

〔会員増強〕佐々木憲明　委員長
コロナの影響が大きく響き例会開催も儘ならな

い状況下ですが、転勤異動の為退会となりました
が直ぐに後任の方の入会もあり、そして新規の入
会がお一人増える事になりました。残念な事に、
長年に渡り会員として支えて頂いていた村井研一
郎さんが12月付けで退会となりました。現在77名
の会員数となり目標の80名にはもう一歩と言う所
です。コロナの影響下では、新規会員の勧誘も難
しいとは思いますが継続して会員増強に努めたい
と思います。また、活動計画に予定しておりまし
た内容も実施出来ずにおりますが、収束次第考慮
したいと考えております。

〔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。
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）
10月の出席率
78.08％　82.43％　78.33％　80.00％　（M7、13、8、12）
11月の出席率
83.33％　73.68％　75.68％　（M9、11、8）
10月、11月（11/20まで）の出席率を追加しま

した。
11/27−2/5は新型コロナのため、休会となりま
した。
なお、理事決定事項により、「当分の間、出席
のカウントを実施しない」となったことを報告い
たします。このため、出席簿の記録を正確にして
おくため、出席時の各自の記入、不参加時の「メー
キャップ」「公欠」の連絡を行ってください。

〔会報〕西舘政美　委員長
11月27日の例会から休会になっていましたの
で、当然会報委員会の活動も休止になっていまし
たが、本日の担当・大久保嘉二さんから再開とい
うことになります。
今後、卓話等が早く再開され通常の例会になる
ことを願っています。以前通り、卓話者の原稿な
どをできれば事前にデータで頂ければ有難いと
思っています。
これからも、間違いのないそして読みやすい会
報を遅れることなくお届けしたいと思っています
のでご協力をお願い致します。
なお、佐藤仁志会報委員長が退会されたため私・
西舘政美が務めさせていただいております。
今後ともよろしくお願いいたします。

〔プログラム〕大久保嘉二　委員長
例会の再開を前に今月１日にプログラム委員会
をリモートで開催し、今後の卓話について次のよ
うな意見となりました。
▽まず卓話者は会員を優先するが、ゲストなしと
はしない。
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▽ゲストの場合、盛岡と近郊の人は会場に直接来
ていただくことを相談する。その方がリモート
を希望する場合、リモートで実施する。
会員については、基本的にはお越しいただいて
の卓話としますが、状況を見つつ検討させていた
だければと思います。県外出張後２週間は公欠と
するという方針がありますので、支店長の方は、
対応が難しいことも想定されます。今後ともみな
さまのご協力を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が、クラブの例会中止
や感染拡大をうけ１月14日に慶寿の対象者のみで
櫻山神社において３名の皆さんの参加を得てお祓
いし記念品の贈呈を致しました。
残りの４月の観桜会などの行事については状況を

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

コロナウィルス感染対策として、例会場をホテ
ルに変更することとし、盛岡グランドホテルなら
びにホテルメトロポリタン盛岡ニューウィングに
おいては適切な感染防止策をとっていただき例会
を開催して来ました。
市内ロータリークラブ関係者に感染者がでたこ

とから11月27日の例会から休会としてきました
が、本日２月12日、この例会から再開となりました。
あらかじめ再開の条件として決めごとをご案内
しておりますので、これを守ってご出席くださる
ようお願いします。
食事をせずに、お弁当の持ち帰りとなりますが、
弁当発注の無駄を極力減らしたいと思いますの
で、事務局からの出欠の問い合わせには必ずお答
えいただくと同時に、急な変更についてはお知ら
せくださるようお願いします。
また、本日からZoomによって例会の模様をリ
モートでも見ることが出来るようになりましたの

で、ご欠席の方は、ぜひご活用ください。

■職業奉仕委員会／金沢　滋　委員長

新型コロナ感染症禍でもし、災害があったら…
と、昨年10月22日、NTT東日本岩手支店を職場
訪問いたしました。参加者約30人で通信ラインが
埋設されている地下道を歩き、会議室では各地で
自家発電装置がさらに増強されている様子や、コ
ロナ禍で災害が起きても病院や官公庁の通信網を
優先的に復活させることなど、星支店長のご協力
で無事に訪問をさせていただきました。皆様のご
協力に感謝申し上げます。

■社会奉仕委員会／藤村吉隆　委員長

年間計画の四半期ごとの委員会開催は残念なが
らコロナ禍における自粛により第二四半期は達成
できませんでした。今後は例会でも採用されまし
たリモートによる開催を目指し、委員の皆様の
ネット環境の調査を始めたいと思います。
12月24日に例年行っているIBCチャリティー
ミュージックソン、NHK歳末助け合いへの募金
はクリスマス家族会中止により、1,000円×会員
数と盛岡農業高校から買い上げたシクラメンを希
望する会員に販売した売り上げを充当する形を
とった結果、それぞれ64,000円、合計128,000円と

▲ＩＢＣチャリティー寄付

▲ＮＨＫ歳末助け合い寄付

2

ROTARY CLUB WEEKLY



12月24日に現地で譲渡式が催され、ラオス・カー
シー郡元郡長はじめ高官らを含め20人が参加しま
した。写真のとおり、盛岡ロータリークラブには
感謝状が贈られました。また、病院内には「盛岡
ロータリークラブから井戸と水タンク3,111キー
プ相当を寄付」との銘板も設置されます。今回は
水タンクだけでは無く、医療機器（血圧計・聴診
器・体温計・胎児心音計・ネブライザー）が寄付
されました。参加者の皆様は大変喜んで、盛岡
ロータリークラブと米内会長に大変感謝されて
いるとの事でした。ぜひクラブの皆様にもカー
シー郡を訪問してほしいとの事です。カーシー郡
には複数の診療所がありカーシー小病院のように
水が無くて困っているので今後もご支援頂ければ
有り難いとの事でした。以上、簡単ですが報告を
終わります。

■青少年奉仕委員会／諏訪泰幸　委員長

青少年奉仕委員会では、コロナ過で中々委員会
を開催出来ないでいましたが、11月６日に第１回
青少年奉仕委員会を開催して、今年度の活動の方
向性を委員会メンバーと共有しました。
例年クリスマス会でインターアクト事業の一環
として盛岡農業高校の生徒が作った農産物や加工
品などを販売していますが、今年度クリスマス会
は中止となりましたので、当初は12月の昼例会で
の販売を検討しておりましたが、例会も休止とな
り販売の機会を準備出来なかったのですが、12月
はフードドライブ月間という事でもあり、クラブ
の予算より50,400円を支出頂き盛岡農業高校より
お米２㎏×68袋とジュース30本入り×４ケースを
購入してフードバンク岩手へ食糧支援という形で
寄付をさせていただきました。
また、シクラメンの販売と合わせて会員の皆様
へフード支援の呼びかけを行いましたところ、沢
山の支援物資をお持ちいただきまして、ありがと

ほぼ例年並みの金額を募金することが出来まし
た。当日は米内会長、大平幹事と共にIBCの眞下
会員、NHKの大久保会員にご協力を頂き直接お
届けすることができました。
最後に一日も早く通常の活動ができるようにな

ることを祈念してご報告とさせて頂きます。

■国際奉仕委員会／岡村　弥　委員長

コロナでなかなか委員会が開催出来ない中です
が特に問題無く推移しております。国際奉仕委員
会全体で取り組んでいる「ラオス・カーシー小病
院への井戸プロジェクト」の進捗報告をさせて頂
きます。
昨年の西島会長年度からスタートしたラオス・

カーシー小病院への医療支援活動です。
一昨年の11月、西島会長・勝幹事・岡村委員長

が現地に赴いて医療機器の寄付等々支援を行った
わけですが今年は新型コロナの世界的流行に伴っ
て現地に赴くのは不可能となり、地区の補助金と
盛岡クラブからの支援金の合計401,540円を現地
の協力者である西澤ご夫妻に昨年11月11日に送
金。ラオスの送金屋さんを通して病院には二回に
わけて送金しました。カーシー小病院は水が無く
て困っていたのでこの支援金で井戸を掘り病院の
脇に2000㍑の水タンクと日立製のポンプの設置工
事も完成。12月には完成しました。

▲寄付した日立製ポンプの前で記念撮影

▲盛岡ＲＣへの感謝状 ▲シクラメン
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例 会 報 告

第18回例会
令和３年２月12日㈮

場所：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

₁₂時₃₀分　開会点鐘
・司　会　米内正会長
・ロータリーソング（我らの生業）
・四つのテスト斉唱
・会長報告　米内正会長
・皆出席バッチ（10月）
熊谷祐三君（35年）
福田莊介君（35年）

・入会祝　吉田育弘・盛田洋太郎・
岩野法光・平井滋・佐藤重昭・
西島光茂・勝部民男・福井誠司・
諏訪泰幸・大泉勝嗣君

・誕生祝　吉田育弘・岩野法光・
平井滋・諏訪泰幸・飯塚肇・
大平騰一・赤沢文彦・和田俊文・
星伸寿君

・結婚祝　勝部民男・星伸寿・
眞下卓也・海野尚君

・幹事報告　大平騰一幹事
・委員会報告
引き続き第２回クラブアッセンブリー

【他クラブ例会変更のお知らせ】

●盛岡北ＲＣ=２・３月　休会
●盛岡西ＲＣ=２月　休会
●盛岡南ＲＣ=
３月例会は全て昼例会
会場　盛岡グランドホテルアネックス
メークアップはご遠慮ください
●盛岡東ＲＣ=
当分の間
会場　盛岡グランドホテルアネックス
会食なし
●盛岡中央ＲＣ=
２月16日㈫　18：30　会食なし例会
２月23日㈫　休会

●盛岡滝ノ沢ＲＣ=
２月４日㈭～ 18日㈭　休会・
25日㈭　会食なし例会

【ニコニコBOX】

◆飯塚肇君…８日開催の全豪オープン。
第３シードの大坂なおみは１回戦を6-1、
6-2で圧勝。
続く２回戦も元世界４位を相手にわず
か１時間１分、6-2、6-3の連続ストレー
ト勝ち。
４年連続５度目の３回戦進出をしま

した。
安心して見ていられる試合運びにニコ
ニコします。
◆米内正君…本日より例会を再開できま
した。
たいへん嬉しいことです。
今後も会員の皆様のご理解とご協力の
下で、クラブの運営に尽力します。よ
ろしくお願いいたします。
◆大久保嘉二君・眞下卓也君…新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため恒例の
年忘れ家族会が中止となる中、シクラ
メンの販売などを通じて、多くの会員
の方々に「ＮＨＫ歳末助け合い」と「Ｉ
ＢＣラジオチャリティミュージックソ
ン」にご協力いただきました。心より
感謝申し上げます。皆様からいただい
た温かい志が多くの方に届きますよ
う、大切にお預かりし、活用させてい
ただきます。ありがとうございました。
◆小川惇君…１月14日例会もままならぬ
中、米内会長さん、親睦委員会の皆さ
んのおはからいで、櫻山神社で卒寿の
おはらいをしていただきました。
ありがとうございました。
卒寿とは人生の卒業ではなく、病から
の卒業ととらえ、もう少しがんばろう
と思っております。

プログラムのお知らせ
・２月19日㈮　創立記念例会　佐藤義正会員
　　　26日㈮　新入会員卓話　和田俊文会員
・３月５日㈮　卓話
　　　12日㈮　卓話
　　　19日㈮　卓話
　　　26日㈮　環境保全ポスター表彰式

●本号編集担当／大久保　嘉二

うございました。
最後に３月はフードドライブ月間です。それに合

わせまして、３月５日の例会ではフードバンク岩手
様の卓話を予定しております。食糧支援は随時受
けつけておりますのでよろしくお願いいたします。

■会　計／吉江信博 会計

米内年度が始まって７ヶ月が経過、皆様のご了
解を得て会費の納入等は順調に推移しています。
一方、コロナ感染影響によりロータリークラブの

各種行事が中止になり、経費面の支出は減少して
います。
現在までの収支は、会費等の収入6.5百万円に
対して支出は8.8百万円で、剰余金から年会費への
半期分振替予定の3.2百万円を勘案すると、米内
年度前期だけで約１百万円のプラスの状況です。
また剰余金の中で万一のために留保した運営予備
費５百万円は次年度繰越しになり見込みです。
現在月次収支状況を毎月把握しており、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。
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