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2020年７月６日(曇) 

第２８２９回例会(第１回) 
NO.2363 

次         第 

                                                              司会；山陰逸郎副幹事 
１．点 鐘                              相場 宏泰 会長 
２．「君 が 代」斉唱 
３．ロータリーソング「奉仕の理想」 
４．「ロータリーの目的」唱和 
５．来訪ロータリアンの紹介                     三浦 征善 副会長 
６．７月の誕生祝                         渡部智樹親睦委員長 
                               乾杯；斎藤 秀光 元会長 
 
 
 
８．新会員の紹介 
 

リリーほくと商事株式会社 
取締役副社長 廣嶋 義也 会員（推薦者；佐藤文信直前会長） 

秋田朝日放送株式会社 
取締役    渡辺 政道 会員（推薦者；佐藤文信直前会長） 

 
９．会長就任あいさつ・会長の時間                  相場 宏泰 会長 

 

10．幹事就任あいさつ・幹事報告                   金子 雄司 幹事 

 

11．ニコニコニュースの時間                    猪又啓一朗委員長 
12．2020-2021 年度委員会計画発表 

会場監督            斎藤秀光S . A . A .  
クラブ奉仕委員会        三浦征善委員長 
出席・プログラム委員会    芦名洋亮委員長 
会員選考・職業分類委員会  七山慎一委員長 
ロータリー情報・会報委員会  境田未希委員長 

親睦活動委員会      渡部 智樹委員長 
国際奉仕委員会      嵯峨 直司委員長 
ロータリー財団委員会 佐々木克巳委員長 
米山奨学委員会      鈴木加奈子委員長 
青少年奉仕委員会   小畑 宏介委員長 

13．点  鐘                            相場 宏泰 会長 

＊結婚周年記念日のお祝い … 金子 雄司 幹事（20 年・珊瑚婚式） 
都  仁洙 会員（15 年・水晶婚式） 
加藤  誠 会員（ 5 年・木婚式） 
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◎会長の時間 
 
 

「2020-2021 年度会長就任あいさつ」 
 

2020-2021 年度会長 相場 宏泰 

 

 2020－2021 年度、秋田東ロータリークラブの会長を務める相場です。 

今年は日本にロータリークラブが設立されて、100 周年の節目の年となりました。 

こうした中、新型コロナウィルスの影響により、大きな変化の波が訪れています。 

RI 国際大会中止、7 月開催予定の東京オリンピックの延期、非常事態宣言と自粛要

請による経済状況の悪化と、国難ともいわれる「コロナ禍」の中、多くの方が影響を

受けております。クラブ運営にあたっても影響が予想されますが、「みんなのためにな

るかどうか」を考えながらクラブ運営をして参りたいと存じます。 

何卒、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 今年度の RI 会長ホルガー・クナーク氏は「Rotary Opens Opportunities」(ロータ

リーは機会の扉を開く)をテーマに掲げています。これは、ロータリーとはクラブに入

会するだけでなくロータリー活動が、私たちに奉仕する機会とともに、新しい出会い

といった「無限の機会への招待」をもたらすといったものです。 

そして、今年度第 2540 地区のガバナーを務められる大館南 RC 工藤智教ガバナーは、

「私のロータリーを語ろう」をスローガンとして、皆さんにロータリー活動を通じて

感じたことを、自分の言葉で周りの人に伝えることで、ロータリー活動の活性化、そ

して会員増強につなげてほしいといわれています。 

地区の運営方針として、「会員の増強」、「My Rotary への登録と活用(登録率 60％以

上)」、「ロータリー財団プログラム支援」をはじめとした 11 項目の方針を掲げられて

おります。当クラブも地区方針を従い運営してまいります。 

 

 現在の「コロナ禍」の状況の中、今後社会の価値観も大きく変わっていくものと思

われます。そして、ロータリー活動も一つの転換期を迎えていると感じております。

こうした中、諸先輩の知恵とご経験、そして若い会員の感覚と価値観を大切にし、ク

ラブ運営をして参りたいと思います。 

 

皆様と新たな「機会の扉を開ける」よう務める所存でございますので、1 年間よろ

しくお願いいたします。 
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◎７月誕生祝 

 

・会 員 

 3 日  佐藤 和則 会員 

10 日  進藤 政弘 会員 

19 日  三浦 征善 会員 

21 日  齋藤由貴美 会員 

26 日  眞宮  昌 会員 

 

 

 

・夫 人 

 4 日  鈴木加奈子 夫君 

 8 日  廣嶋 義也 夫人 

 8 日  櫻庭 春樹 夫人 

10 日  中村 純也 夫人 

15 日  加藤 俊介 夫人 

21 日  齋藤 寛之 夫人 

24 日  佐々木克巳 夫人 

26 日  渡辺 政道 夫人 

 

 

◎７月結婚記念祝 

 

 3 日  都  仁洙 会員  ※15 年・水晶婚式 

 3 日  山陰 逸郎 会員 

 7 日  加藤  誠 会員  ※ 5 年・木婚式 

20 日  金子 雄司 会員  ※20 年・磁器婚式 

 

 

◎幹事報告                            金子 雄司 幹事 

 

【例会変更】 

 

・秋田北ＲＣ  … 7 月 28 日（火） 生ビール例会 

・秋田ＲＣ   … 7 月 22 日（水） 休会 

 

【レート変更】 

 

7 月 1 日より、＄1＝￥107 

 

【お知らせ】 

 

・本荘東ＲＣより、創立 40 周年記念誌が届いております。 

 

・2019-20 年度ガバナー事務所は、2020 年 6 月 30 日をもちまして業務を終了いたします。 

7 月 1 日以降は直前ガバナー事務所として、8 月下旬を目安に残務整理を行います。 

在任期間中、皆様には多大なご支援並びにご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 
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【到  着】 

 

 ・ロータリーの友  7 月号 

 ・ザ ロータリアン  7 月号 

 ・ガバナー月信   7 月号 

 

 

◎ニコニコニュース                         猪又啓一朗委員長 

 

相場 宏泰 会長 

①ブラウブリッツ秋田開幕２連勝にニコニコいたします。 

②新年度初の例会です。会員の健康と１年間無事に例会が行えるよう、記念してニコニコいた

します。皆さんよろしくお願いいたします。 

 

佐藤 文信 直前会長 

 会員増強優秀賞をいただきましたのでニコニコいたします。 

 

渡部 羊三 会長エレクト 

 新たな一年が始まりました。一年間よろしくお願いいたします。相場会長をしっかりサポー

トいたします。 

 

鈴木  充 直前幹事 

 2019-2020 年度の幹事が無事終わりホッとしております。相場会長年度の飛躍を期待しニコ

ニコします。 

 

金子 雄司 幹事 

 結婚 20 年目の年に幹事という「機会」を与えていただいてありがとうございます。何事も

前向きにとらえて一年間がんばります。よろしくお願いします。 

 

境田 未希 会員 

 先日の会長幹事慰労会では、子ども共々お世話になりありがとうございました。 

ビューホテルさんより茶碗蒸しもサービスしたいただき、嬉しかったのでニコニコします。 

 

知見 将彦 会員 

ブラウブリッツ開幕２連勝！先日は Zoom でリモート応援にも参加できたのでニコニコいた

します。 

 

芦名 洋亮 会員 

 先週行われました、前年度最終例会で実出席優秀賞をいただきました。前年度ニコニコ委員

長として発表があるので行かなければいけないという強迫観念にお尻を叩かれたおかげだと

思います。今年度は気楽に例会出席して出席率を維持できるようがんばります。 

 

小畑 宏介 会員 

 青少年奉仕委員長を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。 

ブラウブリッツ秋田も２連勝で首位キープですのでニコニコします。 
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猪又啓一朗 委員長 

 ニコニコボックス委員長を仰せつかりました。一年間よろしくお願い申し上げます。 

 

◎2020-2021 年度委員会計画発表 

 

◇会場監督                             斎藤秀光 S.A.A. 

 

・活動方針 

  秋田東ロータリークラブの例会が、会員相互の交流・情報交換及び親睦がより一層深めら 

れる場となるように、副 S.A.A.と連携を取りながら活動する。 

 

・活動計画 

１．例会場の準備状況のチェック 

２．食事内容の吟味 

３．各テーブルが固定席にならないよう工夫 

  （会員相互の交流機会を高めるため） 

４．ゲストへの配慮 

５．ロータリーバッジの着用の励行 

６．遅刻、早退時のニコニコ献金 500 円の励行の徹底 

 

◇クラブ奉仕委員会                          三浦征善委員長 

 

・活動方針 

クラブ奉仕委員会として、所轄の６委員会と連携してクラブ運営が円滑に行えるよう活動 

してまいります。 

 

◇出席・プログラム委員会                       芦名洋亮委員長 

 

・活動方針 

例会・親睦事業のほか、地区諸大会への参加促進に努めます。 

 

・活動計画 

１．新年度のスタートにおいて、各委員会の方針発表を行う。 

２．例年行事である「納涼例会」、「秋田東・秋田中央ＲＣ合同例会」、「食味例会」、「クリス

マス家族例会」、「ファイヤーサイド・ミーティング＆新年会」、「花見例会＆親睦ゴルフ

大会」、「会長幹事慰労会」の早めの出席参加の依頼を実施する。 

３．地区諸大会・諸事業への参加促進の創意工夫をする。 

４．出席率 100％会員表彰を行う。 

５．メークアップについての説明を行う。 

 

◇会員選考・職業分類委員会                      七山慎一委員長 

 

・活動計画 

１．現在の職業分類が現状の地域社会と会員にマッチングしているか検討し、会員増強につ

ながる改善を提案する。 

２．自分の役割を認識し、責任を果すという継続的活動を助言する。 

３．関係する各委員会が情報交換を通じて、会員増加にむけて連携を強化する。 
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◇ロータリー情報・会報委員会                     境田未希委員長 

 

・活動方針 

１．会員のロータリーに対する理解が深まるよう努力します。 

２．例会等の様子を記録し情報を発信します。またそれが、秋田東ロータリークラブの 

歴史資料となるよう努めます。 

 

・活動計画 

１．毎月１回、「今日のワンポイントロータリー」として、地区の情報や、ロータリーの 

友の記事を紹介します。 

２．新会員オリエンテーションとして、インフォーマル・ミーティングを開催します。 

３．SNS を使い、ロータリークラブ（秋田東ロータリークラブ）の活動を紹介します。 

４．My Rotary への登録者を増やします。 

 

◇親睦活動委員会                           渡部智樹委員長 

 

・活動方針 

 ロータリークラブの活動を通して、好意と友情を深め、新入会員にロータリアンの意識を

高めてもらうとともに、活動の楽しさを知ってもらい、各種大会、親睦事業、同好会への積

極的な参加をしていただけるよう努めます。 

 

・活動計画 

 7 月 27 日    納涼例会 

 9 月 18 日（金） 秋田東・秋田中央ＲＣ合同例会 

10 月 19 日    食味例会 

12 月 19 日（土） クリスマス家族会 

 1 月 25 日    ファイヤーサイド・ミーティング＆新年会 

 3 月 8 日    創立 62 周年記念例会 

 4 月 17 日（土） 花見例会＆親睦ゴルフ大会 

 6 月 28 日    会長幹事慰労会 

 

◇国際奉仕委員会                           嵯峨直司委員長 

 

・活動方針 

 地区並びにクラブの基本方針に沿って、その役割を果たせるよう、メンバー及び他の委員

会と連携して活動します。 

 

・活動計画 

１．米山奨学生との交流実施 

２．他委員会と連携しての事業ができるかの模索 

 

◇ロータリー財団委員会                               佐々木克巳委員長 

 

・活動方針 

 ロータリー財団について理解していただき、よりたくさんの方々のご協力を得ることがで

きるよう努めます。 

 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・活動計画 

１．財団寄付を会員 1 人当たり 150 ドル以上となるよう努めます。 

２．財団月間で、活動内容を理解してもらえるよう情報を発信し、ロータリアンとしての 

意識の向上を図ります。 

 

 

◇米山奨学委員会                          鈴木加奈子委員長 

 

・活動方針 

  米山奨学事業の意義と理解の浸透に努める。 

 

・活動計画 

 １．事業内容の素晴らしさを紹介し、寄付の増進を図る。 

 ２．米山奨学生との交流を図る。 

 

◇青少年奉仕委員会                          小畑宏介委員長 

 

・活動方針 

  青少年の育成、奉仕活動に関する継続的プログラムを来年度に繋げる。 

 

・活動計画 

  本年度の事業としましては、これまでの恒例事業を来年度以降もよりよく開催できるよう 

寄付を行います。 

 

 

◎７月理事・役員会 

 

１．7/20（月）祝日が含まれる週の休会、8/17（月）特別休会について 

 

 

２．8/3 青少年奉仕委員会の時間、8/24 会員増強委員会の時間について 

 

 

３．国際基督教大学・緊急特別給付金（COVID-19）ご寄付のお願い 

 

 

４．青少年交換プログラムの参加について 

 

1) 2021-2022 年度に留学対象となる青少年 

2) 留学生のホストとして受け入れを希望する会員 

 

 

５．６月試算表 

 

 

６．その他 

        ・2020-2021 年度プログラム、予算書最終案 


