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　早いもので₆月に入りました。年度の最終
月で非常に緊張しております。実は一昨日、
しばらく例会を欠席されている方と偶然お会
いしました。コロナ禍ではありますが、思わ
ず握手をして、ぜひ例会にいらしてください
と話す機会を得ました。その時、村井さんが
よくおっしゃる「ロータリーファミリー」を
実感し、とてもいい日でした。ロータリーの
場合、例会の出席率などさまざまなとらえ方
がありますが、事情があって出られない方で
も、どこかで私たちの活動を物心両面で支え
てくれている。そういった方々を含めての
ロータリアンだと思います。

　　　　　　　　　〇表彰状の伝達
　　　　　　　　　ロータリー財団ポールハ
　　　　　　　　　リスフェロー
　　　　　　　　　夏堀礼二さん（右）

〇今年度の委員会報告書の提出の締め切りは

₆月₉日㈬です。約半数の委員長から報告書
を頂戴していますが、締め切りまでに頂けれ
ばと思います。
〇次回例会は残りの委員会活動報告を行いま
す。出席できない委員長は副委員長か委員の
方に代理での発表の依頼をお願いします。残
り15分で「ロータリーの友」₆月号を夏川戸
委員長よりご紹介していただきます。
〇本日18：30から南グループ現年度・次年度
合同会長幹事会がグランドサンピア八戸で開
催されます。

親睦・会場委員会　　　　　岡崎孝文委員長
〇ニコニコボックスの報告
◦会員誕生日　久保浩視・菊地　幹さん
◦奥様誕生祝　澤藤孝之さん
◦結婚記念日　山田慶次さん
山田慶次さん　（結婚して）半世紀が過ぎま
　　　　　　　した。
道尻誠助さん　今日はイタリアワインの日で
　　　　　　　すが、委員会活動報告よろし
　　　　　　　くお願いいたします。
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広瀬知明さん　年度末のロータリークラブレ
　　　　　　　ターよろしくお願いします。
　　　　　　　締め切りは₆月25日です。
橋本八右衛門さん　会長、気の利いたダジャ
　　　　　　　　　レ期待しています！
渡辺　孝・夏川戸　斉　�
小井田和哉・赤澤栄治
　　　　　　　　　　　�ニコニコデー
佐々木泰宏・石橋信雄
植草　務・岡崎孝文さん�

クラブ奉仕委員会　　　　小井田和哉委員長
　　　　　　　　道尻会長が掲げた八戸ロー
　　　　　　　タリークラブの「See you next
　　　　　　　week.来週も会おう」のテー
　　　　　　　マの下、各委員会は１年間活
　　　　　　　動してきました。コロナ禍で
　　　　　　　なかなか思ったような活動が
できませんでしたが、できる限りの感染予防
を講じてクラブ活動の中心である例会を実施
してきました。オンラインでの例会出席も可
能となり、ご対応いただいた皆さまに感謝を
申し上げます。
　昨年₉月にお月見例会、10月に八戸ロータ
リークラブ創立65周年記念式典・祝賀会を開
催した以降は飲食を伴う夜の懇親の場を設け
られなかったことが残念です。新型コロナウ
イルスに振り回された１年でしたが、各委員
会のメンバーの皆さまのご協力に感謝申し上
げます。

出席委員会　　　　　　　　村舘珠樹委員長
　　　　　　　　当初は出席率90％を目指し
　　　　　　　ておりました。上半期は新型
　　　　　　　コロナウイルス感染症感染防
　　　　　　　止ということで全員出席扱い、
　　　　　　　メークアップも不要、リモー
　　　　　　　トによるオンライン出席も可
能となったことから、現在のところ出席率は
90％をほんの少し下回る数字になっています。
他クラブの休会の影響もありメークアップが
難しいこともあります。残り１カ月ですが、

何とか目標を達成していきたいと思っていま
す。
　今年度の₅月までにリモートを利用して出
席された方は実人数で12名です。多い方はリ
モートによる出席が25回あり、延べ人数では
108人に達しました。出席予定につきまして
は、会長のご指示もあり、事前にご報告いた
だき出席の管理をさせていただきました。た
だ長期欠席の会員へのお声掛けができなかっ
たことは反省点です。出欠の報告等皆さまの
ご協力に感謝いたします。

親睦・会場委員会　　　　　岡崎孝文委員長
　　　　　　　　会社の新型コロナ感染予防
　　　　　　　対策で出席できない会員につ
　　　　　　　いて、リモートによる出席を
　　　　　　　取り入れたため、年度途中で
　　　　　　　ＩＣＴ担当を当委員会内に設
　　　　　　　けました。リーダーの奈良全
洋さんを中心に、現在はほぼ順調に運用され
ています。
　通常例会と特別例会は新型コロナウイルス
感染予防を図りながら、新たにリモート出席
を取り入れて、会員の皆さまが楽しく親睦を
図れるよう運営に努めました。通常例会はマ
スク着用、消毒、検温、ソーシャルディスタ
ンスをとって予防に努めました。席次編成に
つきましては昨年の₇～₉月は例会当日に席
を決める方法を取らせていただきました。昨
年10月からはテーブル人数を減らしていまし
たが、その後、通常の₅～₆名の指定席着席
方法にさせていただきました。
　コロナ禍のため特別例会につきましてはお
月見例会を奥さまが参加しない方法で実施。
クリスマス家族例会、新年例会、お花見例会、
最終例会は残念ながら開催することができま
せんでした。メークアップにつきましては、
通常の昼例会でも会場受付での用紙記載を
メークアップとして取り扱いました。

会報・広報委員会　　　　　広瀬知明委員長
　本年度の方針として会員が出席したくなる
ような会報の充実を掲げました。例会の雰囲

委 員 会 活 動 報 告 ⑴
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　　　　　　　気が伝わるよう会報には登壇
　　　　　　　者や表彰、会場等の写真を多
　　　　　　　用したほか、卓話等で動画が
　　　　　　　紹介された際にはリンク先の
　　　　　　　QRコードを掲載するなど親
　　　　　　　しみやすい、読みやすい編集
を心掛けました。ただ、夜例会や外での活動
が制約され、楽しいイベントを取材できな
かったのが心残りです。
　公式サイトを通じた広報活動の展開につい
ては、ごちゃごちゃしていたトップページを
すっきりとした形にマイナーチェンジしたほ
か、クラブ紹介、リンク先などを最新のデー
タに更新。委員会活動報告も充実させ、小菊
荘支援、65周年記念事業、ローターアクトな
どの記事をタイムリーに掲載して情報発信力
を高めました。一方で、SNSは継続して情
報を発信するような体制をつくれず、着手す
ることができませんでした。
　活動計画には載っていませんでしたが、道
尻会長から「佐々木年度に行った八戸ロータ
リークラブレターを発行してほしい」との要
請を受け、皆さまのご協力を得て新年号を本
年１月₄日に発行しました。今皆さまにお願
いしている年度末号は₆月30日付で発行する
予定です。皆さまのご協力に心から感謝申し
上げます。

ロータリーの友委員会　　夏川戸　斉委員長
　　　　　　　　会長幹事の意向で名称が変
　　　　　　　更になり、「ロータリーの友
　　　　　　　委員会」としてスタートしま
　　　　　　　した。会長幹事から入会歴の
　　　　　　　浅い方に発表していただくよ
　　　　　　　うにとの指示があり、ご協力
いただいた皆さんには大変ありがとうござい
ました。新たな試みとしてオンラインでも
ロータリーの友の発表をしていただきました。
目標に掲げていました読後会については一度
だけしか開催できませんでした。これについ
てはちょっと心残りです。しかしながらいろ
んな形で新たな挑戦ができたことと、少しで
もロータリーの友を読む方が増えたのかなと

思っています。

ロータリー情報委員長　　　妻神和憲委員長
　₈月₅日㈬の例会で、村井達会員に「ロー
タリーの国際協議会と国際大会について」の
演題で卓話をしていただき、国際ロータリー
の情報を提供していただきました。今年度は
新型コロナウイルス感染症の影響で、本来で
あれば新会員を集めてＩDMを実施する予定
でしたが、それを実施することができなかっ
たことが残念です。次年度では新型コロナ感
染症の収束を待って、活動が活発に行われる
よう切に願います。 （築舘智大副委員長代読）

会員増強委員会　　　　　　夏堀礼二委員長
　　　　　　　　コロナ禍で勧誘活動が思う
　　　　　　　ようにできず、結果、目標純
　　　　　　　増₃人を達成できないどころ
　　　　　　　か、松田浩二さんが退会後、
　　　　　　　後任の方がロータリー入会を
　　　　　　　希望されないとのことで残念
ながらマイナス１となりました。「コロナの
奴め」という感じですが、次期小井田年度の
委員長に引継ぎ等をお願いし、何とか減少に
歯止めをかけたいと思います。

プログラム委員会　　　　　赤澤栄治委員長
　　　　　　　　外部卓話として、昨年₇月
　　　　　　　に母子生活支援施設小菊荘の
　　　　　　　佐藤寮長を招へいしました。
　　　　　　　そのような施設があるのを初
　　　　　　　めて知った方も多かったので
　　　　　　　はと思いますが、卓話を契機
に多くの方から支援をしていただきありがた
く感じました。その後、米山交換留学生でベ
トナム人のチャン・ティ・タン・ハウさんに
流ちょうな日本語でベトナムを紹介してもら
いました。JR八戸駅西口に建設されたフ
ラット八戸の青山館長、八戸商工会議所の掛
端課長、最後に小林市長に卓話をしていただ
きました。市長には30分の持ち時間でしたが、
１時間お話をしてくださいました。選挙の年
だからか、それとも私の連絡ミスかなと思っ



ています。
　新入会員卓話は好意と友情を深める意味で
素晴らしい取り組みだったと思います。新入
会員の方にお願いをすると快く引き受けてく
ださり、さすがロータリアンだと感心しまし
た。私が新入会員だったら絶対受けないので
すが…。ベテラン会員の方々にも卓話をお願
いしました。さすがに興味深い話を聞かせて
いただきました。

職業奉仕委員会　　　　　　石橋信雄委員長
　　　　　　　　毎月第１例会に四つのテス
　　　　　　　トを唱和しました。本日も行
　　　　　　　いましたが、コロナ禍のため
　　　　　　　皆さんには心の中で唱える形
　　　　　　　をとらせていただきました。
　　　　　　　ぜひ次年度は皆さんで唱和で
きる場になればと思っています。
　１月は職業奉仕月間で「今一度、職業奉仕
について考えよう」という演題で卓話を行い
ました。しかし、オーダーを受けたのが₃日
前で、本当に準備不十分でしたが、何とか皆
さんのご協力のもと行うことができました。
地区から頂いた資料を活用させていただき、
ビデオを見ながら基礎的な内容を振り返ると
いう内容でした。しかしながら、参加してい
ただいた皆さんを巻き込み、もっといろんな
話を皆さんからお聞きできる場にできればよ
かったと考えています。
　恒例ではありますが、職場訪問例会は道尻
会長から八戸の宝となる先駆的な取り組みを
している企業をぜひ訪問してほしい、という
ことで検討していましたが、こういう社会情
勢の中でなかなか大人数での受け入れは難し
く、本年度は実現することはできませんでし

た。しかしながら11月開館予定の八戸市美術
館で先月開催することができました。当日は
39名と本当に多くの方にご出席いただき、貴
重な体験をすることができたのではないかと
思っています。たぶん、二度と開館前に入る
ことができないということで、本当に貴重な
体験だったと思っています。
　職業奉仕委員長としてまだまだ未熟でした
が、本当に勉強になりました。皆さんのご協
力に心から感謝申し上げます。

社会奉仕委員長　　　　　　川村幸雄委員長
　　　　　　　　今年度の目標は冬の恒例事
　　　　　　　業となりました八戸市競技カ
　　　　　　　ルタ小中学生大会の実施でし
　　　　　　　た。何とか頑張って行いたい
　　　　　　　と思いましたが、新型コロナ
　　　　　　　の影響で開催できなくなりま
した。年々参加者も増え、競技レベルも向上
してきましたのに誠に残念でなりません。次
年度は新型コロナに負けずにぜひ開催できる
ようにお願いします。

国際奉仕委員長　　　　　　築舘智大委員長
　　　　　　　　コロナ禍の中でなかなか満
　　　　　　　足のいく活動はできませんで
　　　　　　　した。年度末近くに基隆ロー
　　　　　　　タリークラブより次年度に向
　　　　　　　けたグローバル補助金を使っ
　　　　　　　た事業の提案がありました。
地区ロータリー財団委員会、基隆ロータリー
クラブと連絡を取り、次年度での事業遂行が
できるように道筋をつけたつもりです。次年
度に託します。
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第₃₁₉₀回例会（₆月₂日） 第₃₁₈₈回例会（₅月₁₉日）

出　席　率　　　　　　　　₆₇.₂％ 出　席　率 　　₆₁.₀％ 修　正 ₆₆.₁％出席率

総 会 員 数　 　　₆₀名 出席数
₃₉名 総 会 員 数　　　　₆₀名 メークアップ ₃名した人数

出席義務会員
₅₈名

出席免除会員
₂名

欠席数
１₉名

出席義務会員
₅₉名

出席免除会員
₁名 欠 席 数 　₂₀名

出　　席　　報　　告
出席委員会

寄　付　報　告
国際奉仕委員会

₆月₂日現在

財団寄付額 US＄₅₆₃₉.₆₁
目標達成率　　　　　₅₀.₅％
寄付者数　　　 　₃₂／₆₂名
米山寄付額　　￥₄₀₃，₀₀₀
目標達成率　　　　　₆₅.₀％
寄付者数　　　 　₃₂／₆₂名


