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■クラブ奉仕委員会／藤村吉隆　委員長

今年度、西島光茂会長テーマ「令和元年：世の
為、人の為、奉仕を続け、輪を繋げましょう。」
のもと、会員の輪、会員同士の親睦の輪が広がる
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。また会員の皆様にも各委員会に対
しまして、最終四半期までご協力をお願いいたし
ます。

〔会員増強〕坂本広行　委員長
例年のことではありますが、７月スタート時に

は転勤などで会員数が減少します。今年度は71名
でありましたが、現在77名となっております。ご
尽力いただきました会員の皆様方に感謝申し上げ
ます。昨年度の目標80名を今年度実現するために
努力いたします。会員増強のための会議なども行
いたいと思っております。会員の皆様方、宜しく
お取り計らい下されば幸いです。何卒お願い申し
上げます。

〔ロータリー情報〕近藤　駿　委員長
３回目として年忘れ家族会の時に、ニコニコ

ボックスで出すお金の使い道を情報提供しました。
次回は観桜会の時に情報提供する予定です。

〔出席〕長野隆行　委員長
昨年10月から今年１月までの４か月間の修正出
席率は74.49％でした。その前の３ヵ月間の修正
出席率は73.19％でしたので若干良好ですが、目
標の80％にはまだまだ足りません。あと２～３人
の方の常時出席を頂けると数字はかなり回復しま
すので会員の皆様のご協力をお願い申し上げま
す。なお、長期欠席の方が数名おられます。これ
らの方々にどのように対応したらいいのか、西島
会長、勝幹事にご相談しながら考えていきたいと
思います。

〔会報〕金沢　滋　委員長
会報については、皆さまのご協力により卓話者
の方から原稿をいただき、順調に進んでおり、感
謝申し上げます。
現在、西島会長より任命いただいた、ホームペー
ジの改訂について検討中で、委員会を開催し協議
いたします。

〔プログラム〕眞下卓也　委員長
今年度は会員卓話の充実に取り組んでおりまし
て、これまでに10人の会員の方々に卓話をしてい
ただきました。急なお願いにも快く対応していた
だき、感謝申し上げます。ありがとうございます。
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また、12月には、メークアップに関する規定を改
正する件についてのブレインストーミングも行い
ました。不慣れなため、運営面で行き届かない点
もあったと思いますが、会員の皆さんの様々な意
見を共有するとともにロータリークラブの在り方
についても理解を深める良い機会となったのはな
いかと考えています。そのほか、ゲスト卓話でも
各分野の一線で活躍されている皆さんのお話を伺
うことができました。今後は、会員卓話のほか、
青少年奉仕委員会と連携して、支援団体の方々の
卓話も予定しています。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、活動計画通り昨年12月20日の
年忘れ家族会、１月９日の新年慶寿の会を開催い
たしました。年忘れ家族会は例年通り、ホテルメ
トロポリタン盛岡ニューウイングでの開催で、関
係者も含めて125名の皆様にご参加いただきまし
た。年の瀬ということもあり、紫波ひめ隊による
餅つき、お餅の振舞いをさせていただきましたが
楽しんで頂けたことと存じます。また新年慶寿の
会は、ホテル大観さんでの開催でバス送迎という
ことでご迷惑をお掛けしましたが、慶寿対象者７
名を含めて、60名の皆様にご出席いただきました。
盛岡芸妓の総揚げ、恒例の富くじなど楽しんで頂
いたと存じます。また、大観さんのご厚意で特別
料金を設定いただき、10名の方がご宿泊しゆっく
りと過ごしていただきました。
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。
今後は３月20日（祝）の家族親睦小旅行「南部
藩ゆかりの地、鹿角をめぐる旅」、４月16日（木）
の観桜会、春のゴルフ練習会と、すべて趣向を凝
らした楽しい会といたしますので多数のご参加を
お願いします。
例会のビジター来訪数は、現在通算12名です。

またニコニコBOXの金額は、目標150万円に対し
て、現在78万円となっております。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

ＳＡＡは活動計画書に基づいて当クラブの品位
と活力を保ちつつ、楽しい例会運営に努め、会員
は勿論のこと他クラブのビジターにとっても楽し
い例会を提供しています。食事についても過去数
年のデータを参考にしながら大きな混乱もなく提
供しています。卓話中の私語はほとんどなく、規
律ある例会となっています。会員皆様のご協力に
感謝申し上げます。着座については先輩会員のみ
ならず、会員歴の少ない方についても毎回席を変
えて、会員同士の交流を深めていただければ、奉
仕活動にとってもより良い結果が得られると思い
ます。

■職業奉仕委員会／佐々木憲明　委員長

日頃の会員皆様のご協力に感謝致します。昨年
職場訪問を実施後は会員それぞれが日常の中で
『４つのテスト』『ロータリアンの行動規範』を指
針として行動している通りと思います。加えて先
月には西島会長の例会冒頭の講和の中で４つのテ
ストに関する見解を示されておりました。ご承知
とは思いますが、ロータリーの友１月号に特集で
「温故知新　私の職業奉仕考」が組まれておりま
す。是非ご一読をお願いします。

■社会奉仕委員会／荒川鉄平　委員長

地区のマンスリーレターにも掲載されましたが、
昨年10月27日の盛岡シティマラソンのエイドス
テーション設置事業は、ホテル大観様や会員の皆
様そして奥様方のご協力を得て大変楽しくそして
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無事に終了することができました。今年のマラソ
ン大会は10月25日に決定しましたので、もし委員
会事業として継続するのであれば全面的に協力さ
せて頂きたいと思います。
12月20日の年忘れ家族会ではNHK大久保会員

とIBC岩手放送の真下会員のご協力のもと、愛の
助け合い運動の一環としてのチャリティ募金を行
い皆さまから沢山の募金を頂きました。
今後は来月に環境保全ポスターの表彰式を行う

とともに環境保全の啓もう活動を促進していく予
定です。さらに植樹事業として今までの桜と代わ
るものを検討しているところです。

■国際奉仕委員会／岡村　弥　委員長

国際奉仕委員会は、１月17日の例会卓話にてご
報告させていただきました通り、11月21日から25
日までの日程で、西島会長、勝幹事に同行し、ラ
オス国カーシー郡立病院への、医療器具支援プロ
ジェクトを成功裏に実施する事ができました。皆
様のご理解、ご支援に心から感謝申し上げます。
また去る２月７日のクラブ理事会において、2020
−2021年度のプロジェクト（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）を、今年度同様に、地区補助金を申請して
実施する事業計画が承認されました。これを受け
て、地区補助金を2020−2021ガバナー事務所に申
請させていただいたところであります。（次年度
地区補助金の申請期限は、前年度２月末日となっ
ております。）なお補助金の認定は、７月下旬～
８月上旬に開催される地区補助金セミナーの時期
となります。
残る活動は、今年度のプロジェクトの2520地区

に対する活動報告書・決算書の作成となります。
引き続き、しっかりと取り組んで参ります。

■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。常時例会等で受付中ですが、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。学校の長期休暇に対応
したフードドライブ強化月間（７・８・12・１・
３月）もよろしくお願いします。
また、３／ 13例会に活動報告を兼ねての卓
話を予定しています。
他の支援団体へは、例会での卓話「NPOポラ
ンの広場（４／ 24）」、「NPOいわて子育てネッ
ト（４／ 10）」、「NPOインクルいわて（５／
15）」、と支援金贈呈を予定しています。
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情報収集（継続中）
・担当の先生との情報交換（畠山委員長）を式
典や家族会のさいに行った。
・今後の事業を計画するにあたって、西ロータ
リークラブとの調整が必要
実施事業として
・盛岡農業高校140周年記念式典参加
11／４（月）西島会長、畠山副幹事（委員長）
出席
・年忘れ家族会（12／ 20）での物品販売、支
援金贈呈

■創立80周年記念事業実行委員会／白石　茂　委員長

当委員会は足かけ３年にわたって祝賀会の準備
段階から記念誌発行まで長期にわたって活動して
参りました。その結果、昨年２月の創立記念80周
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出 席 報 告 会員数/77名 出席数/49名 前々回/71.03％出席率/68.05％

プログラムのお知らせ
・２月21日㈮　創立記念例会卓話　白石茂パスト会長「創立記念例会の思い出」
　　　28日㈮　新入会員卓話　近藤一英会員「東北電力を取り巻く最近の状況」
・３月６日㈮　卓話
　　　13日㈮　卓話
　　　20日㈮　祝日休会
　　　27日㈮　環境保全ポスター表彰式

●本号編集担当／西舘　政美

年記念行事をつつがなく終えることが出来ました。
また、70周年以降の出来事を小冊子として50周年
のビッグフライデーに倣ったデザインとしながら
創立80周年記念誌として昨年11月末に発行するこ
とが出来ました。
以上をもちまして当委員会の活動はすべて終了
することが出来ました。
これも偏に会員各位のご協力のたまものと感謝
しております。

■会　計／平井　滋 会計

１月22日に前年度の会計監査会が開催され、80
周年記念事業の特別会計を含めて多少の修正を行
い決算が確定しました。後日、年次報告書として
印刷されて会員の皆様に配布されることになりま
すので前年度の会計に変わりましてお伝えしてお
きます。
今年度の会計処理につきましては順次進めてお
りますが、西島会長が熱意をもって取り組まれま

したラオスの医療機関への物的支援につきまして
は敬意を表しながらも、長年、幾度か会計と正副
幹事そして会長を経験させていただいた経験か
ら、予算を制限させていただきましたこと申し訳
なく思っております。
ロータリークラブは単年度で組織が変わって事
業が運営されていくために継続事業、周年行事、
資金についての責任を誰も持てないのが現実で
す。次年度もラオスへの支援を補助金申請期日の
関係で先週の例会後の理事会で審議しましたが、
将来的に継続事業の在り方、考え方をルールとし
て決めておくことが必要と感じております。
最後に会員宛の四半期ごとの会費請求の件です
が、年会費については問題ないのですが、１期と
３期に請求している米山奨学金とロータリー財団
寄附金については米山功労者寄付やポールハリス
フェロー等の財団寄附金のような任意の寄付では
なく、会員一人当たりの年額が決まっているもの
ですので必ず納付いただきますようにお願いいた
します。

例 会 報 告

第28回例会
令和2年2月14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（我らの生業）

・会長報告　西島光茂会長

・皆出席バッチ

　勝部民男君（22年）・

　橋本孝史君（５年）

・入会祝　大泉勝嗣 君

・誕生祝　吉田育弘君

・結婚祝　藤田治彦君

・幹事報告　勝　雅行幹事

・終了後第３回クラブアッセンブリー

・委員会報告

引き続き第３回クラブアッセンブリー

●メークアップ

仙台東RC＝橋本孝君

地区＝田中君

盛岡北RC＝熊谷（祐）君

クラブ委員会＝

藤村（文）・下道・安川・上野君

4

ROTARY CLUB WEEKLY


