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第２８３０地区 青森北東ロータリークラブ会報 

ジョンＦ.ジャーム〈2016~2017 年度ＲＩ会長〉  
 

第 2830 地区ガバナー 長嶺康廣 

 

□会長：齊藤幸悦 □副会長：上野浩之 □幹事：蒔苗亜希子 □広報：佐藤 歩 

□例会日：毎週水曜日 PM12：30～PM13:30 □例会場：ホテル青森 □事務局：青森市堤町 1-1-23 ホテル青森内 ℡017-735-2060   

ＲＯＴＡＲＹ ＳＥＲＶＩＮＧ ＨＵＭＡＮＩＴＹ 人類に奉仕するロータリー 

第 2473 回例会（2017.4.22） №37 

～ 中グループ合同例会 Ｉ.Ｍ併催 青森国際ホテル ～ 

 

●合同例会 

・黙  祷 

・点  鐘 

・ロータリーソング「それでこそロータリー」 

・会務報告 

・幹事報告 

・新会員紹介 

・点  鐘 

●インターシティ・ミーティング 

・点  鐘    

・国歌斉唱 

・ロータリーソング「奉仕の理想」 

・開会の言葉 

・ゲスト並びに参加クラブ紹介 

・歓迎の挨拶 

・ガバナー挨拶 

・今年度のＩ.Ｍについて 

・各クラブの活動報告 

・基調講演 

 「『人口減少時代の地域経済』について」 

 一般財団法人 青森地域社会研究所 

常務理事 竹内紀人氏 

・ガバナー講評 

・次期Ｉ.Ｍホストクラブ会長挨拶 

・閉会の言葉 

・点  鐘 

●会員総数 ３２名 内免除申請会員５名 

●本日の出席率 ２８名中２４名 85.71％ 

●4月 5日確定率 ２９名中２９名 100.00％ 

●メークアップ      

 ４月２２日 荒川恭規 本間義悦 港 卓郎 

       中村洋一 齊藤幸悦 上野浩之 

（青森県春のクリーン大作戦） 

４月２２日 荒川恭規 藤川達也 本間義悦 

 加藤 彰 工藤英世 今勝一志 

       蒔苗亜希子 港 卓郎 中村洋一  

鳴海孝仁 根井力夫 小山内扶美子 

小山 茂 小畑 敦 齊藤幸悦 

佐々木彣造 佐藤 歩 髙橋 修 

       高橋竹美 田名部和行 寺田 誠 

 遠間善弘 鳥居正人 上野浩之 

       ﾄﾑﾘﾝｿﾝ美奈子長谷川 

（中グループＩ.Ｍ） 

●懇 親 会 

・マリンバとピアノ演奏 

 【曲目】黄昏のワルツ りんご追分 

     コンドルは飛んでいく  

津軽のふるさと 他 

 マリンバ…対馬文子様 

 ピアノ…大屋和香様 

・開宴のことば  

・乾  杯 

・次期中グループガバナー補佐紹介 

・次期中グループガバナー補佐挨拶 

・中 締 め 

・ロータリーソング「手に手つないで」 

・お 開 き 
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いつも笑顔で  ニコニコＢＯＸ(敬称略) 

・竹内紀人様、本日の講演ありがとうございま

す。 

・長嶺康廣ガバナー、パストガバナーの皆様は

じめご来賓の方々、本日のＩ.Ｍご出席あり

がとうございます。 

・会員の皆さん、本日のＩ.Ｍご苦労様です。 

・４月２２日（土）青森県春のクリーン大作戦

へ出席された方々、ご苦労様でした。 

 出席された皆様よりいただきました 

 

うとう会平成２９年４月月例成績表 

４月１４日（金）夏泊ＧＬ （参加者）１８名 （天候）晴れ南西の風強し 

順 位  氏   名  OUT  IN  GROSE  H.D  NET  新 H.D 

 優 勝  斉藤 孝一   56  52   108    30    78    24 

 準優勝  成田 憲雄   46  49     95    17    78    15 

 １ 位  日野 高一   47  52     99    20    79 

 ２ 位  中澤 雅宏   47  53    100    18    82      （ドラコン賞） 

 ３ 位  上野 浩之   45  49     94    12    82       藤本 工藤 

      久慈 有子   54  49   103    20    83 

      木立 知孝   49  47    96    13    83      （ニアピン賞） 

      佐々木彣造   59  56    115    30    85       佐々木 久慈 

      中村  治   67  56   123    38    85       工藤 中澤 

      岩越 政夫   57  57   114    28    86 

      藤本 胤尚   51  53   104    18    86      （オンニアピン賞） 

      工藤 英世   52  52   104    16    88       藤本 木立 

      松岡 規子   59    60      119     30     89 

  港  卓郎   70  66   136    47    89 

  榊原 静則   56  53   109    18    91 

     成田 俊幸   50    61      111     19     92 

Ｂ・Ｂ  佐藤  昇   57    58      115     20     95 

Ｂ・Ｍ  岡本由美子   59    58      117     20     97 


