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■クラブ奉仕委員会／藤村吉隆　委員長

80周年を越えて通常モードとなった今年度は、
クラブの活動が充実したものとなるよう各委員長
の皆様にご尽力いただいており感謝申し上げま
す。今後とも年間計画に沿った活動を着実に行っ
ていけるよう各委員会をサポートさせて頂きなが
ら進めて参りたいと思います。またロータリー情
報の提供を通じて例会出席の向上、活動の充実を
図りたいと考えておりますので、会員の皆様にお
かれましては例会、親睦事業へのご参加の協力を
お願い申し上げます。

〔会員増強〕坂本広行　委員長

昨年度80名の会員を目標にしましたが、実現せ
ず、西島年度の目標として取り組んでおり鋭意努
力しておるところです。現在の会員増減状況をお
知らせいたします。情報お待ちしています。

2019年～2020年度　入会者
氏　名 勤務先及び役職 職業分類 推薦者 入会日

1 榧野信治 ㈱テレビ岩手
代表取締役社長 商業放送 村井研一郎 2019.07.05

2 星　伸寿 東日本電信電話㈱
岩手支店長 電気通信 村井研一郎 2019.07.05

3 上野好章 損保ジャパン日本興和㈱
岩手支店長 自動車保険 西島光茂 2019.07.12

4 赤沢文彦 日本銀行盛岡事務所 
事務所長 中央銀行 土屋克之 2019.07.12

5 近藤一英 東北電力㈱
岩手支店長 電気供給 平井　滋 2019.07.26

6 佐々木和俊 ㈱岩電
常務取締役 電気器具小売 藤村文昭 近日入会

退会者
氏　名 職業分類 入会日

1 長谷川桂 電気器具小売 2019.09.30

2 正司園祐司 証券業 2019.09.30

本年度７月１日　スタート時　71名
10月25日　74名

〔ロータリー情報〕近藤　駿　委員長

活動計画書では新入会員のためのオリエンテー
ションを行う事にしていましたが、今年度はRI
で出席に関する細則を変えたりしているので新入
会員だけではなく皆さんに広く知って頂く為に親
睦行事などの時に時間を頂いてロータリー情報を
流す事にしました。

１回目は納涼会で、２回目は職場訪問の時にそ
れぞれ田中パストガバナーと白石会員に　出席規
定やその他細則の変わった情報を教えていただき
ました。今後も何か情報がありましたなら同じよ
うに流していきたいと思います。

〔出席〕長野隆行　委員長

７月から９月までの修正出席率の平均は、73.19％
でした。80％出席率が今年度の目標ですので、も
うひと頑張りというところです。

メークアップは、他クラブ出席は勿論、メーク
アップ対象となる委員会出席、当クラブ理事会に
オブザーバーとして出席されても可能です。ご連
絡戴かないと事務局では分かりかねることがあり
ますので、メークアップに成り得ると思われた時
には、どうぞ遠慮なくご自身で、出席簿に記入し
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て戴きたいと思います。

〔会報〕金沢　滋　委員長

委員会内では、校正の効率化を図るため以下の
事前準備を徹底しました。
①卓話原稿をできるだけ卓話者ご本人に執筆を依
頼し、適切な文字数にまとめて出稿、多段階で校
正する。
②プログラム委員会と協力し、卓話者が決定次第、
原稿を依頼する。
③カメラを買い換えて、画像を失敗しないように
する。

皆様のご協力のもと概ね順調ではありますが、
ある回でゲスト卓話者を「会員卓話○○君」とさ
れていたのを見逃したため、急遽刷り直しする羽
目になりました。以前とは異なり、刷り直しは有
料となることから校正をさらに吟味することとし
ます。

〔プログラム〕眞下卓也　委員長

今年度は会員同士のつながりが深まるよう会員
卓話の充実に取り組んでおります。これまでに６
人の会員の方々に卓話をしていただきました。卓
話の日まで、あまり日数のない中でお願いした
ケースもあったのですが、皆さん前向きに対応し
ていただき本当に感謝しております。ありがとう
ございました。また、ゲスト卓話については、タ
イムリーな話題を提供できるようにと考えており
ましたが、「軽減税率」や「ILC」「メジャーリーグ」
といった旬なお話を伺うことができました。年内
のプログラムについては、ほぼほぼ目途が立ちつ
つあります。年明け以降は、各委員会と連携して
卓話の充実に努めてまいります。引き続き、会員
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

〔親睦〕藤村文昭　委員長

親睦委員会では、活動計画通り８月８日の納涼
会、10月17日の秋の懇親会を開催いたしました。
納涼会はメイプルカントリークラブのクラブハウ
スでの開催で初めてクラブハウスに入った方も多
く、納涼会前のゴルフ練習会も含めて楽しく開催
することができました。また秋の懇親会は、職場
訪問も合わせて、徳清倉庫旧宅蔵での開催で、雅
楽の演奏も含めて多くの会員の皆様に楽しんでも
らえたと存じます。佐藤重昭会員には場所の提供、
職場訪問時のレクチャーとたいへんお世話になり
ました。ありがとうございました。

両方の懇親会ともに、開会前にロータリー情報
委員会からロータリー情報の提供を行い、ロータ
リーについて語り合うことと、会員の親睦を深め
ることを目的にさせていただきました。

ゴルフ練習会につきましては、８月８日、10月
６日の２回開催しております。盛岡クラブのゴル
フ練習会の崇高な理念を守っての開催で、あと１
回来年の春に開催予定です。今後の活動は、年忘
れ家族会、新年慶寿の会、観桜会の開催と続きま
すが、すべて楽しい会といたしますので多数の参
加をお願いします。

例会のビジター来訪数は、現在通算８名です。
10名ごとに記念品を贈呈することとしております
ので、メークアップは盛岡クラブへとＰＲしてく
ださい。

ニコニコＢＯＸは目標150万円に対して、現在
35万６千円で不足しております。ニコニコ資金は、
対外的な奉仕予算に充てられる大事な資金です。
是非、多くの会員の皆様にニコニコを出していた
だきますようお願いいたします。

■SAA ／佐藤義正　SAA

当クラブの伝統である、品が良く楽しい例会を
引き続き運営しております。毎回の食事の過不足
もなく経過しており、うまくいっていると思いま
す。会員同士のコミュニケーションが図られ、い
ろいろな業界の方と情報交換することが出来る例
会になっています。しかし、着座を固定しないこ
ととしていますが、回を重ねるごとに固定しつつ
あります。先輩会員だけでなく、後輩会員の皆様
も席が固定しないように心掛けてください。ＳＡ
Ａとしては、音響操作技術を高めていきたいと思
います。

■職業奉仕委員会／佐々木憲明　委員長

今期の計画にありました職場訪問ですが、10月
17日17時より仙北町に在ります徳清倉庫にて開催
致しました。参加者会員36名で、初めに今回の企
画に関して快くお引き受け下さった佐藤重昭会員
より事前説明の講演をして頂いてから訪問見学を
実施しました。参加された会員皆さんが歓心され
た事、当委員会としての喜びでもあります。今後
も『４つのテスト』と『ロータリアンの行動規範』
を指針として会員それぞれが活動して行きます。
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■社会奉仕委員会／荒川鉄平　委員長

社会奉仕委員会では10月27日（日）に行われる
盛岡シティマラソンへ盛岡ロータリークラブとし
てエイドステーションの設置をするための準備に
取り掛かっているところです。

今回の設営は準備のための時間があまり無かっ
たにも拘らず佐藤義正会員の「ホテル大観」様と
介護施設「やすらぎ」様のご協力を得て、社会奉
仕の「地域発展・環境保全」「人間尊重・協同奉仕」

「さくら推進」の３つの委員会と力を合わせなが
ら準備を整えてまいりました。

シティマラソンランナー全員の応援や特に盛岡
ロータリークラブから出走する会員の方の応援、
そして我々の活動のＰＲも兼ねることができる良
い機会だと思っております。後は当日の天候を祈
るだけですので、皆さんもぜひ応援してください。
よろしくお願いします。

■国際奉仕委員会／岡村　弥　委員長

国際奉仕委員会は、８月９日に第一回、９月17
日に第二回の委員会を開催し、本年度の活動の具
体的な協議を進めて参りました。

本年度の特筆すべき新規活動である、「ラオ 
ス中規模病院への医療器具支援プロジェクト」 
については、国際ロータリークラブ第2520地区、
2019-2020年度のロータリー財団地区補助金（Ｄ
Ｇ　District Grants）の申請が受理され、約58万
円の補助金がクラブに入金済みとなっておりま
す。またクラブ理事会において、現地へ赴く３名

（西島会長・勝幹事・岡村）の基本的な旅費等に
ついて、クラブ事業費としてご負担いただける事
を承認いただいております。医療器具贈呈式参加
のための現地ミッションの日程は、11月21日（木）
−25日（月）となっております。今後もプロジェ
クト成功に向けて、関係各位と詳細を調整して参
ります。

また、11月は財団強化月間となっております。
会員各位のファンドレイジングに対するご理解と
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げてご報告
と致します。

■青少年奉仕委員会／工藤幸一　委員長

青少年奉仕委員会では、前々年度に青少年奉仕
団体の支援の見直しをしたことを踏まえ、引き続

き支援継続を行っています。
1． 青少年奉仕団体支援

「NPO法人フードバンク岩手」に、食料提供
による支援を行うため、フードドライブを継続
中です。常時例会等で受け付け中ですが、１２
月は、学校の休みがあるため、強化月間となり
ますので、よろしくお願いいたします。なお、
今までもアナウンスしてまいりましたが、賞味
期限に関し食料品の日付を確認願います。提供
いただく食料品は「賞味期限が１か月以上の食
品」となっております。再度お願いいたします。

他の支援団体への支援は、「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」、来年後半に、卓話（支援金贈呈）
を計画しています。

２．インターアクトクラブ支援
盛岡農業高校インターアクトクラブへの支援

と協力として以下を計画。
・インターアクトに関しての卓話（検討中）
・担当の先生との情報交換（年忘れ例会含む）

を計画しています。
・盛岡農業高校１４０周年記念式典参加

11/4（月）西島会長、畠山幹事出席予定
・年忘れ家族会（12/20）での物品販売。

■創立80周年記念事業実行委員会／白石　茂　委員長

当委員会は記念事業並びに記念祝賀会を終え、
現在80周年記念誌の発行に向けて最終的な編集作
業と微調整を行っている最中です。

ページ立ては前回までとほぼ同じで、発行部数
は200部を予定しています。若干作業が遅れてい
ますが11月中にはお手元に届けることが出来そう
です。

■会　計／平井　滋　会計

今回は新しい会員でご存じない方もあると思い
ますので、ニコニコボックスと愛の献金について
お話しいたします。

まず、四半期ごとに会員の皆様宛に請求し、納
めていただいております会費は一般会計に入金に
なり、クラブの運営に使われる他、ＲＩおよび地
区負担金と個人が寄付する以外の財団や米山奨学
会への寄付金として使われています。クラブ奉仕
委員会の経費として親睦、会報、プログラム卓話
関係。例会費、印刷や事務局経費が支出されてい
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例 会 報 告

第₁₅回例会
令和元年₁₀月₂₅日㈮

　12時30分　開会点鐘
・司　会　西島光茂会長
・ロータリーソング
（手に手つないで）
・会長報告　西島光茂会長
・誕生祝　盛田洋太郎・堺田幸志君
・幹事報告　勝　雅行幹事
・終了後第２回クラブアッセンブリー
・委員会報告

【ニコニコBOX】

◆中村芳樹君…台風19号で被災さ
れた方に心からお見舞い申し上げ
ます。
仙台に災害対策本部を設置して、
盛岡支店からも多数の応援要員を
派遣しております。保険金を１日
でも早くお届けできるように頑張
ります。

◆工藤幸一君…今日は、電気工事組
合70周年式典です。スケジュー
ルの連絡が遅かったので例会に参
加できないと思っていましたが調
整できました。

電気の必要性は、ますます高まっ
ておりますので、東北電力、電気
会社、資材会社の連ケイで、今後
もよろしくお願いします。

◆熊谷隆司君…10月27日の盛岡シ
ティマラソン、参加ランナーも、エ
イドなどボランティア関係者もご
健斗をお祈りします。楽しみです。

●メークアップ
仙台平成R.C.＝橋本君。
地区＝米内君。
クラブ委員会＝福田・中村・西島・
岡村・大泉・櫻下・佐々木・
佐藤（年）・諏訪・田村・土屋・
海野・安川君

出 席 報 告 会員数/74名 出席数/46名 前々回/81.43％出席率/65.71％

プログラムのお知らせ
・11月８日㈮　新入会員卓話　赤沢文彦会員「日本銀行と岩手・盛岡」
　　　15日㈮　ゲスト卓話　高濱康亘様（盛岡市都市整備部長）
　　　22日㈮　ゲスト卓話　菊池完之様（㈱日本ホームスパン代表取締役）
　　　29日㈮　新入会員卓話　上野好章会員
・12月６日㈮　ゲスト卓話
　　　13日㈮　年次総会

●本号編集担当／佐藤　仁志

ますが、他の奉仕委員会については主に会議費の
みで事業として行われる対外的な奉仕に関わる部
分には使われません。

そこで対外奉仕活動に必要なお金はニコニコ
ボックスに集まる会員の皆様からの自主的な御芳
志から支出することとされています。今年４月の
地区大会で当クラブが行った記念事業の植樹をは
じめとする、さくら推進委員会が行う植樹やその
後の維持費、職業奉仕と国際奉仕および青少年奉
仕の対外事業を持続するために会員の皆様のご理
解ご協力をお願いいたします。

また、近年増え続ける地震、台風、洪水被害等
にはクラブから義捐金を贈っておりますが、１回
につき会員一人あたり1,000円を目安としており
ます。その際に使われるのが例会時に皆様からい

ただいております愛の献金です。少なくても年に
２～３回以上は災害が発生しておりますのでお一
人お一人が年に3,000円前後の献金ということに
なりますでしょうか？　欠席が続いたときはまと
めて献金いただくことも歓迎いたします。

最後に近頃、滅多に使われなくなっております
が、受付に設置してあります木製の献金箱（ペナ
ルティーボックス）は、例会を早退する時に「お
先してすみません」というお詫びの気持ちを表わ
すものと聞いておりましたのでご利用ください。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

講評／小川　惇　パストガバナー
皆さん大変立派な発表で、良かったと思います。
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