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2021年12月27日(雪) 

第２８７３回例会(第17回) 
NO.2407 

次         第 

                                                            司会；佐賀晴樹副幹事 

１．点  鐘 渡部 羊三 会長 

２．ロータリーソング「それでこそロータリー」 

３．「四つのテスト」唱和 

４．お食事の時間 

５．会長の時間 渡部 羊三 会長 

６．幹事報告 山陰 逸郎 幹事 

７．ロータリー財団寄付報告 北嶋暢哉委員長 

８．米山記念奨学会寄付報告 

９．ニコニコニュースの時間 村上亜紀委員長 

10．新会員スピーチ 

   スピーカー ； 秋田不動産サービス株式会社 

            取締役 赤坂 和仁 会員 

11．11月出席報告 

12．１月プログラム発表 

13．ニコニコ開かん結果発表 村上亜紀委員長 

14．点 鐘 渡部 羊三 会長
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◎幹事報告 山陰 逸郎 幹事 

 

 ・市内７ＲＣ会長幹事会が開催されます。 

   日 時 ； 2022 年 2 月 4 日（金） 

   場 所 ； ホテルメトロポリタン秋田 

   出席者 ； 加藤俊介ガバナー補佐、渡部羊三会長、山陰逸郎幹事 

 

 ・「ハイライトよねやま№261」がホームページより配信されました。 

 

 ・今年の例会は本日が最終となります。新年最初の例会は、1 月 17 日から開催しますので、

お間違えのないようお願いいたします。例会終了後に新年記念写真を撮影します。ぜひ 

ご参加ください。 

 

 

◎ロータリー財団寄付                        北嶋暢哉委員長 

 

会員名 寄付額（＄） 合計額（＄） 会員名 寄付額（＄） 合計額（＄）

安藤  晃 150 300 小林 和彦 150 720 

加藤 俊介 150 2,760 門間 匡紀 150 300 

吉川  悟 150 4,220 吉田  進 150 2,030 

 

 

◎米山財団寄付 

 

会員名 寄付額 合計額 会員名 寄付額 合計額 

安藤  晃 10,000 10,000 小林 和彦 10,000 50,000 

大門 一平 10,000 270,000 松本  剛 10,000 20,000 

藤井  明 10,000 310,000 門間 匡紀 10,000 10,000 

加藤 俊介 10,000 100,000 笹渕 一史 10,000 40,000 

吉川  悟 10,000 270,000 吉田  進 10,000 70,000 
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◎ニコニコニュース 村上亜紀委員長 

 

渡部 羊三 会長 

 2021 年、皆様のご協力のおかげで無事終えることができそうです。皆様にとって 2022 年も

良い年でありますようニコニコいたします。 

 

相場 宏泰 直前会長 

 高一の末娘が、カワイ音楽コンクール・ピアノ連弾Ｃコースで東北大会に行くことになりま

した。音楽好きの娘にニコニコいたします。 

 

大門 一平 元会長 

 12 月 20 日、我社の社会貢献活動として、能代市の奨学生にマスク入袋を寄贈させていただ

きましたのでニコニコいたします。 

 

明石 浩貴 会員 

 せんだって某忘年会において、壇上あいさつの際に大門元会長へ無理やり登壇していただき、

ご一緒に漫才をさせていただきました。大門先輩の大きな心に感謝してニコニコいたします。 

 

村上 亜紀 委員長 

 無事に６か月間、皆様の支援によりニコニコニュースの時間の活動をすることができました。

大変ありがとうございました。来年も沢山のニコニコニュースを皆様と共有し喜びあい称えあ

いスーパーハッピーな時間をつくってまいりたいと思います。今年は本当に大変お世話になり

ました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎ニコニコボックス開かん結果発表 

 

  ¥99,710   

 最も近い会員 佐々木克巳 会員 ¥98,000 

 最も高い会員 保坂 英明 会員 ¥500,000 

 最も低い会員 船木  寛 会員 ¥60,000 
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◎11 月出席報告 

 

2021 年 11 月出席報告 

11 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 

12/6 時点

メーク数

修正出席率

 8 日   81 33 48 40.74% 0 1 11 55.56% 

22 日   81 31 50 38.27% 0 1 37 85.19% 

29 日 81 16 65 19.75% 0 1 20 45.68% 

 

 

◎１月プログラム 

 

 ３日   正月休会 

 

１０日   祝日休会 

 

１７日   ゲストスピーチ 

 

ゲスト ； 秋田市市民生活部 生活総務課 女性活躍推進担当 

                    主査 加藤 裕子 氏 

産業振興部 企業立地雇用課長 山田  直 氏 

 

２４日   ファイヤーサイド・ミーティング＆新年会 … 例会変更 

場 所 ； ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田 ４Ｆ ベガ 

時 間 ； １８：００～ 

 

３１日   パストガバナー講話 

 

スピーカー ； 平澤 孝夫 パストガバナー 


