
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 ： 鈴木信男会長        

         会員の皆さんこんにちは 

           今日は役員選挙の日です。先日、バスト会長会議で次次期会長候補を選考していた 

          だきました。 

          第一候補の会員にお願いに参りましたが仕事等の都合でどうしても受け入れること 

          が出来ないということで、第二候補にも当たりました。 

           現在のところ.引き受けてくれる会員がいません。 

  私以降入会した会員は入会後 6年未満です。バスト会長からでもぜひ、後輩にお手本のためにも立候補し 

 ていただきたいと思います。 

 来週の忘年会前に会員の皆さんから立候補をお願いいたします。 

 

 

            ◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ ガバナー事務所より 

 ・冬季休業のお知らせが届いています。12/28(土)～1/5(日) 

   ・今年度の記念事業としてミャンマーへ学校を建設する事に決定 

    それに伴い、地区大会の協力金から１人 1,000 円の寄付をお願いするとの連絡あり。 

    (仙台北 RC 1 人当たり 10,000 円） 

    計画概要 学校名 ユワタ学校  学生数 幼稚園から高校まで 546 名 

          建設物 新規校舎 トイレ棟 井戸 工期 2019 年 12 月着工 2020 年 3 月完成予定  

 

 

               ◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★ 菅野嘉洋青少年奉仕委員  

                  １４日(土）１１時～１２時３０分まで東高校生との歳末助け合い募金活動 

            午後２時からは IAC生主催で大洋学園生をお迎えしてのクリスマス会となっており 

            ます。ご協力いただく会員の皆様、早めの集合をお願いいたします。 

 

 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

          １２月第２週例会 ２０１９年１２月１２日（木）  

ソ ン グ ： 我らの生業         ボックス ：２６，０００円 （報告者 佐藤 良会員） 

本日出席率 ： ５６．８６％ 前回修正後９４．１２％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ１５名）  (報告者 木下彰則会員） 
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2018~2019 年度 

大船渡西ロータリークラブ会報 



 

            ◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                          クラブ協議会 ： 上期活動報告 

 

★ 橋爪文人クラブ奉仕委員長 

           クラブ奉仕委員会の上半期の報告をいたします。 

          当委員会の役割は、クラブを円滑に機能させる為に会員相互の親睦と奉仕です。 

          例会に出席する事、クラブのプログラムに参加する事。IM・地区協議会・地区大会 

          等々に積極的に参加する事。特に今年度は、当クラブの創立 50 周年の一大イベント 

          がありますが、IM 以外はすべて下半期に計画されていますので、上半期は何事もな 

          く過ごしましたが、ひとつだけ残念なことがありました。クラブ会員の岩脇洋一会員

がご逝去されました。心からご冥福をお祈り申し上げます。 

 クラブ活動の基本である例会の出席率ですが、１１月末で 83.27％(メーキャップ含む）ですが、実数は

50～65％で定着しています。下半期は大イベントがありますので、特に４～５人の会員には、担当者をお

願いして声がけをして頂きたいと思います。 

 ニコニコボックスは、１１月末で 421,000 円、１２月で予算９０万円の半分は達成できそうです。 

ただ、メッセージ付きが少なく、義理出しが定着しているようにも見えます。今後の課題かと思います。 

 クラブ会報は、菅野小委員長、志田会員で記録を撮り、和賀さんに会報を作成して頂いています、ありが

とうございます。 

 広報・雑誌は、上期は南原中央 RC との架け橋の翼の留学生が来大し、東海新報社・市役所の訪問や、夏

まつりへの参加等で対外的に PR 出来たと思います。 

 親睦委員会は、紀室小委員長さんを中心に、例会運営はもとより、南原中央 RC の歓迎会・納涼例会・ 

忘年例会の準備や新年家族会の準備等をやって頂いています。 

 また親睦旅行については、皆さんからアンケートを頂きましたので、今月中に親睦委員会を開催して結論

を出したいと思っています。 

 来週の例会は、上期最後の忘年例会です。会場の都合で１８日(水)１８時３０分大船渡温泉です、お間違

えの無いように。(出来たら 100％出席になったら凄いです。） 

 上半期会員皆様のご協力に感謝いたします。 

下半期はさらに忙しくなりますので、重ねてご協力をお願いいたします。 

           

 

★ 志田成樹職業奉仕委員長 

           職業奉仕委員会の上期活動報告をいたします。 

            職業奉仕委員会では、「企業運営・雇用促進」と「職業意識高揚」の２つの小委員会 

           で活動してきました。 

           「企業運営・雇用促進」では、新沼達央会員をはじめ、齊藤俊明会員、鈴木秀樹会員、 

           藤丸数子会員の協力を頂き、例会時の四つのテストの唱和、四つのテスト碑の清掃を 

           行いました。 

「企業運営・雇用促進」では、ロータリーの基本理念「四つのテスト」を実践し意識高揚を図り、地域社会に

PR するのを目標に活動してまいりました。 

「職業意識高揚」では、三田地大悟会員をはじめ、金比呂正会員、佐々木敏彦会員のご協力を頂き 9 月 10 日、

東高校生の模擬面接会を行いました。 

模擬面接会ではクラブ会員 16 名、ジョブカフェ様、さいとう製菓様、マイヤ様、橋爪商事様、Easter`s 様に面

接官のご協力を頂き 1 室 12～13 名、6 室で行い合計 76 名の面接を行いました。 



 模擬面接会では、前年度の職業奉仕委員会の会員、参加した会員の皆様にご協力を頂き何とか行うことが出

来ました。 この場をおかりして感謝申し上げたいと思います。 

下期の活動も、会員の皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

これで職業奉仕委員会の上期活動報告を終わります。 

 

★ 今野義也社会奉仕委員長 

            本年度上半期社会奉仕委員会の活動報告をいたします。 

           社会奉仕委員会３つの小委員会セクションにおいての活動報告として、 

           「結婚支援」においては、結婚相談センターとの連携推進を図ってまいりました。広 

            報活動、会員企業登録のサポート等を行ってまいりました。当初はその他にも、当 

            会員の幅広い人脈を活かした様々な支援効果に期待されておりましたが、前半にお 

            いては具体的な事業支援要請はありませんでした。 

 「社会福祉」におきましては、計画通り、富美岡荘の盆踊り大会への会員参加と事業支援を行い、例年にな 

  らった形で飲食ブース運営を担当いたしました。 

「環境保全」におきましては、事業例会等で行われた盛駅前「育みの像」の清掃活動、それと定期的に各班担 

  当で例会後の同清掃活動を数回行いました。 

 前期の活動内容としては特に問題はなかったのですが、委員会としての運営仕切りがあまり機能せず、小委 

  員長に対しての事業担当振りがなかなかできない感じがあったのが課題でありました。後半においての活 

  動もまだまだありますので、その辺の委員会運営をうまく機能させるよう考えていきたいと思います。 

  ここまでの社会奉仕委員会活動にご協力頂きました会員皆様に感謝の意をもって前期活動報告とさせて頂  

  きます。 

 

 

★ 大西竜介国際奉仕委員長 

            国際奉仕委員会より、上期の活動報告を致します。 

             今期の一番の目的でありました架け橋の翼においては、現在の韓国との情勢を考 

            えれば不安視する所もございました。 

            本来は留学生8名と引率であります団長、副団長の合計10名が来日する予定でしたが、 

            2名のキャンセルと少々残念に思った所はありましたが、7月31日から１週間に渡り 

            各名所めぐりや祭り参加を実施致しました。 

 天気にも十分すぎるほど恵まれ、非常に暑い夏、中尊寺、猊鼻渓、碁石海岸での遊覧船や大船渡夏祭り、花

火大会など経験して頂けたと思います。 

 又、ほぼ順調にスケジュールを消化でき留学生、引率者もケガや病気も無く満足しての帰国となったと確信

しております。 

 改めまして日々行動を共にして頂きました鈴木会長・濱守さんを始め、会員様には大変感謝致します。 

また、ホストファミリーのご家族の皆様にも感謝致します。 

 今後の架け橋の翼については、先日のミーティングで様々な意見や問題点が出たと思いますので、次回担当

になる委員長さんにはそれを踏まえて対応して頂きたいと思います。 

 また、「ロータリー財団」の方では先日、門田小委員長より講和頂きました。講和の話の中にもございまし

たが、無理のない範囲で皆様からのご協力を今後も継続してお願いして参りたいと思います。 

 

以上で、国際奉仕委員会の上期活動報告でございました。 

 

 

              



 

 

 

 

 

★ 菊地弘郎青少年奉仕委員長 

             青少年奉仕委員会からの上期活動報告を行います。 

             インターアクトクラブの活動支援を側面からサポートして参りました。 

             小委員長の山口さんを始め 8名の委員の方と、会員の皆さんの御協力により 

             上期の活動を無事終える様です。 

 

 

実施日 活動内容  （※印 ＩＡＣ単独行事） 

07月 05日㈮ ※ カナダ高校生との交流会(9名参加)     【大船渡東高校】 

08月 03日㈯ 韓国留学生交流会(7名参加)          【ホテル福富】 

08月 09日㈮ 

～ 

08月 10日㈯ 

2019・2020年度国際ロータリー第 2520地区 インターアクト年次大会(北上市) 

(西 RCから 1名参加) 

08月 25日㈰ ※ 24時間テレビ募金活動(8名参加)      【サンリア】 

08月 29日㈭ 
※ 第 66回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール岩手県大会 

【岩手県立生涯学習推進センター】(10名参加) 

08月 30日㈮ 第１回定例会 (西 RCから５名参加) 

09月 10日㈫ 就職模擬面接                 【大船渡東高校】 

10月 06日㈰ ※ 2019おおふなとボランティアフェスティバル 【福祉の里センター】 

10月 08日㈫ ※ 東南アジアに絵本を贈ろう活動        【大船渡東高校】 

11月 02日㈯ 東高祭(大船渡西 RC例会実施)          【大船渡東高校図書館】 

11月 26日㈫ 第 2回定例会     (西 RCから２名参加_山口(小)、石川) 

12月 08日㈰ ※ クリスマス献血 2019広報活動          【サンリア】 

12月 14日㈯ 
令和元年度歳末助け合い募金活動・大洋学園クリスマス会 

                     【サンリア・マイヤインター店】 
 
下期の活動も宜しくお願いします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊✙  歳末助け合い募金活動  ✙＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

● サンリア 

 

 

 

 

 

 

 

●マイヤインター店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 大洋学園生とクリスマス会  

 


