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2020年７月13日(曇) 

第２８３０回例会(第２回) 
NO.2364 

次         第 

                                                             司会；山陰逸郎副幹事 

１．点 鐘                              相場 宏泰 会長 

２．ロータリーソング「我等の生業」 

３．「四つのテスト」唱和 

４．お食事の時間 

５．会長の時間                           相場 宏泰 会長 

地区役員、米山カウンセラー委嘱状の伝達 

６．新会員の紹介            
 

東部ガス株式会社秋田支社 

 取締役支社長 佐藤 規博 会員 

    （推薦者；藤井明元会長） 
 

７．幹事報告                             金子 雄司 幹事 

８．ニコニコニュースの時間                     猪又啓一朗委員長 

９．６月出席報告                           芦名洋亮委員長 

10．2019-2020年度優秀出席者発表                   芦名洋亮委員長 

3年…知見将彦会員、1年…小畑宏介会員 

11．2020-2021年度委員会計画発表 

ニコニコボックス委員会     猪又啓一朗 委員長 

会員増強委員会         佐々木創一 委員長 

職業奉仕委員会         廣嶋 正彦 委員長 

社会奉仕委員会         北嶋 暢哉 委員長 

12. 点 鐘                             相場 宏泰 会長 

 

2020-2021年度 定時総会 
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◎幹事報告                             金子 雄司 幹事 

 

【例会変更】 

 

 ・秋田ＲＣ   … 8 月 5 日（水）→ 9 日（日）納涼例会 

    〃     … 8 月 12 日（水） 休会 

 ・秋田南ＲＣ  … 8 月 13 日（木） 休会 

    〃     … 8 月 20 日（木）→ 22 日（土）納涼親睦例会 

 

 ◇秋田東ＲＣ  … 8 月 17 日（月） 特別休会 

 

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

 

佐藤 智司 元会員（エスプロジェクト） 

 相場会長の元、新年度新体制のスタートおめでとうございます。会場がニューグランドホテ

ルからビューホテル様に移って以来、ほぼ毎年、新年度のターゲット看板を担当させていただ

いておりましたが、担当以来初めて会場看板のターゲットに誤りがありました。私も業界４０

年ほど仕事をしてまいりましたが、今まででも一番大きな文字を間違えてしまいました。相場

会長および新体制の皆様には特にご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでした。 

めったにない珍事ですので、これを機会にニコニコさせていただきます。東ロータリーの皆

様におかれましては、どうぞ寛大な心で失笑していただければ幸いです。 

 

名古屋孝子 元会員 

 「今までお世話になりありがとうございました！！」ということでニコニコいたします。 

 

相場 宏泰 会長 

ブラウブリッツ秋田が開幕初の３連勝！！コロナ禍の中、Ｊリーグをはじめ、プロスポーツ

の観客を入れた試合が再開されました。県内では中学総体が始まり、スポーツのニュースに元

気をもらっておりますのでニコニコいたします。 

 

知見 将彦 会員 

ブラウブリッツ、無傷の開幕３連勝！失点ゼロというのも素晴らしい！名古屋さんの分まで

ニコニコいたします。 

 

猪又啓一朗 委員長 

 先日、小林会員のゴルフコンペに参加し、安定、順当のメーカーでしたのでニコニコいたし

ます。
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◎６月出席報告                            芦名洋亮委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎2019-2020 年度優秀出席者                     芦名洋亮委員長 

 

42 年   平澤 孝夫 会員 

34 年   竹島 知憲 会員 

33 年   吉川    悟 会員 

30 年   藤井   明 会員 

26 年   船木   寛 会員 

25 年   七山 慎一 会員 ・ 加藤  俊介 会員 ・ 高橋 邦重 会員 

21 年   大門 一平 会員 

19 年   吉田   進 会員 

17 年   佐藤  文信 会員 

14 年   相場 宏泰 会員 ・ 斎藤 秀光 会員 

13 年   渡部 羊三 会員 

10 年   境田 未希 会員 

8 年   能登谷正人 会員  ・ 田口 清光 会員 

7 年   金子 雄司 会員 ・ 平野 敬悦 会員 ・ 鈴木  充 会員 

4 年   小林 和彦 会員 ・ 藤峯 千春 会員 ・ 高橋 弘行 会員 

3 年   北嶋 暢哉 会員 ・ 芦名 洋亮 会員 ・ 廣嶋 正彦 会員   

    知見 将彦 会員 

2 年   小畑 幸悦 会員 ・ 佐々木克巳 会員 ・ 小泉  徹 会員  

    大槻 秀己 会員 ・ 猪又啓一朗 会員 ・ 小西 和也 会員  

1 年   小畑 宏介 会員 ・ 神  直人 会員 ・ 松本  剛 会員   

    村上 亜紀 会員 ・ 佐藤 俊哉 会員 

 

6月例会日 会員数 当日出席 当日欠席 当日出席率 事前メーク数 出席免除
6/30時点
メーク数

修正出席率

 1日 91 44 47 48.35% 6 1 13 70.33%

14日 91 36 55 39.56% 3 1 18 63.74%

22日 91 44 47 48.35% 1 1 37 91.21%

29日 91 52 39 57.14% 2 1 28 91.21%

     　　　　　　　　※ 2019-2020年度の最終の出席率は79.73％でした

2020年6月出席報告
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◎2020-2021 年度委員会計画発表 

 

◇ニコニコボックス委員会                      猪又啓一朗委員長 

 

・活動方針 

会員同士の喜びを共有し、楽しくニコニコできるように努めます。 

・活動計画 

・会員に細やかな声掛けをし、発表の機会を増やせるように努めます。 

・集まったお金がどのような活動に使われているか、あらためて説明機会を設けます。 

 

 

◇会員増強委員会                          佐々木創一委員長 

 

・活動方針 

奉仕の理念の奨励・育成の目的を基に諸先輩方にこれまで築き上げて頂いた活動の継続・ 

発展の為、ロータリアンの増員を目標に掲げて参ります。 

・活動計画 

１．会員純増３名以上を目指します。 

２．入会した会員がクラブ活動に積極的に参加して頂けるようフォローいたします。 

３．若いリーダー並びに女性のリーダーの入会を推進いたします。 

４．退会者の防止にも努めます。 

 

 

◇職業奉仕委員会                           廣嶋正彦委員長 

 

・活動方針 

職業奉仕の精神に基づき、会員の理解を深める為の事業を企画する。 

・活動計画 

会員の職場訪問を実施する。 

 

 

◇社会奉仕委員会                           北嶋暢哉委員長 

 

・活動方針 

健康で豊かな社会の実現に貢献し会員一体となり活動する。 

・活動計画 

  会員一人ひとりが奉仕の精神と豊かな発想もち、感動を共有できる活動をします。健康で

豊かな社会の実現に貢献できることを目指します。 
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◇2020-2021 年度定時総会次第 

 

司会；金子 雄司 幹事 

 

１．開 会                

  本総会は、会員 84 名、出席会員数 42 名 (当日の出席数）で成立いたします。 

（細則第１条６ 会員総数の３分の１をもって本クラブの総会及び例会の定足数とする。） 

 

２．議長指名   相場 宏泰 会長 

（細則第４条第１節 会長。本クラブの会合及び理事会において議長を務め、その他通常 

その職に付随する任務を行うことをもって、会長の任務とする。）  

 

３．議 案          

 

第１号  2019-2020年度事業報告                鈴木 充 直前幹事 

 

第２号   〃    決算報告                 山陰逸郎 直前会計 

 

一般会計、ニコニコ会計、災害義援金、卓上献金、基金 

ロータリー財団地区補助金（社会奉仕事業） 

 

第３号  2019-2020 年度監査報告                  高橋 邦重 監事 

 

第４号   2020-2021 年度事業計画（案）               金子 雄司 幹事 

 

第５号    〃    予算（案）                 佐賀 晴樹 会計 

 

一般会計、ニコニコ会計、災害義援金 

 

 

※拍手をもって承認されました 


