
                                                      日時：2017年 7月 5日（水）12：30～        

                                                      場所：ウエディングパーク原町フローラ            

                              南相馬市原町区高見町 2-30-6 

       
  

  

 

 

  

                        ２０１７－１８年度 国際ロータリー会長  イアン・H.S.ライズリー氏 

              SANDRINGHAM ロータリークラブ所属 オーストラリア（ビクトリア州）       

                            ＜ＲＩ会長プロフィール＆メッセージ＞ 

  

1978 年にロータリークラブに入会して以来、財務長、

理事、管理委員、RI 理事会執行委員、タスクフォ

ースメンバー、各種委員会の委員と委員長、地区ガ

バナーを歴任。オーストラリアでのポリオ撲滅活動

「Australian Polio Eradication Private Sector Campaign」

の元メンバーであり、「ロータリー財団 ポリオのない

世界のための奉仕賞」を受賞。  

ライズリー氏は、「ロータリーの未来には、企業や他

団体とのパートナーシップが重要」だと話します。  

「ロータリーがプログラムや人材を備えている一方で、

外部組織はそのほかのリソースを持っています。“世界

でよいこと”をするという目標は、誰にとっても同じです。

ポリオ撲滅活動をきっかけに多くの人がロータリーを知

り、将来に新たなパートナーシップ

を築けることを期待しています」  

「各国政府は、ロータリーを善き市民団体の代表的

存在と見ています。ポリオ撲滅活動でアドボカシー

活動を行ってきたように、平和と紛争解決の分野で

も政府への働きかけを行うべきです」とライズリー氏

は述べます。  

パストガバナーであるジュリエット夫人とともに、ポー

ル・ハリス・フェロー、メジャードナーおよびロータリー

財団遺贈友の会会員。お二人のお子さんと4 人の

お孫さんがおり、ムアルーダックにある自宅の7 ヘク

タールの敷地では、持続可能で有機的な生活哲学

を実践されています。  <My rotaryより引用>

 

         Program  

開会点鐘／「君が代」斉唱／ロータリアンソング「我等の生業」 ／「四つの

テスト」唱和／お客様並びに来訪ロータリアン紹介／感謝状授与／会長挨

拶／幹事挨拶／誕生祝／昼食／会員卓話／幹事報告／各委員会報告／

出席報告／スマイルボックス報告／閉会点鐘   

 

会長 小澤 積 

幹事 高橋 秀夫 

 

 



会長挨拶       小澤 積 

 

今、ここに立ち、責務の重大さに身の引き締まる思い

です。南相馬市で自立し２７年になり、仕事以外に

専念することがなかったそんな私を会長として選ん

で頂いたこと、光栄に思います。 

入会して４年が経ちますが、２年目に原町区で地区

研修・協議会が開催され、南相馬ＲＣからガバナー

が輩出され、酒井ガバナーの指導のもと地区大会

が開催されました。それらに関われたことがとても勉

強になり、ロータリアンとして成長していく自分を実

感しております。 

２０１７－１８年度ロータリーのテーマは「変化をもたら

す」です。３つの重点項目があります。 

１．クラブサポートと強化  

２．人道的奉仕の重点と増加  

３．ロータリーの公共イメージと認知度の向上  

これは国際ロータリー共通目標です。  

当クラブとして３ヵ年計画で、「改善・改革・革新」を

スローガンとさせて頂きました。ロータリーの本筋は

絶対変えてはいけません。それは法律です。しかし、

改善・革新は必要です。そして新しいことにチャレン

ジすることも大切です。当クラブが永続・繁栄するた

めに、健全

な状態で将

来に引き継

ぐことを目

的としており

ます。未来

は若い人達

の為にあると思います。これをロータリーで生かせれ

ばと思います。 

現在２８名の会員がおります。３年間で４０名を目指

しております。これを達成できれば、ロータリーの基

本である、社会に貢献するという活動が出来ると思

います。  

今年度新たに取り組む、廃品回収のご協力をお願

いします。岡田義則会員の提案により、「捨てればご

み分ければ資源」ということで、廃品回収により収入

を得て、会費をあげず、スマイルボックスを社会奉

仕活動に貢献したいと思います。 

ロータリーの活動の基本は例会の出席です。魅力あ

る例会にするためプログラムを組んで行きたいと思

います。南相馬ＲＣ発展の為に誠心誠意努力し全

力を尽くしたいと思います。全会員の皆様の温かい

いご支援、ご協力をお願いします。 

 

 

幹事挨拶       高橋 秀夫 

前年度の委員会職務も全うしたかも解らないまま、

一年が終わり、今年度は小澤会長の幹事を命じら

れ、非常に重責感の思いでいっぱいです。 

また、昨年度１０周年を迎え、ＲＩの方針と共にクラブ

運営も変化を求め

られておりますが、

会員の増強を始め、

新しいイベントやプ

ログラムを積極的

に提案実行し、また、

社会奉仕活動などをメディア等へ情報提供・アピー

ルをする事で、南相馬ＲＣの知名度と好感度を上げ、

小澤会長の目指す、３年間構想の一年目の目標の

会員増強に繋がるよう努力します。それによって、

「新しい会員が入りやすく、出席率も上がる、楽しい

クラブ」になる様、しっかりと幹事の職務を果たす所

存でございますが、何かと力不足を感じさせると思

いますので、諸先輩方、理事、役員、会員の皆様の

ご指導、ご協力を頂きながら、１年間勤めてまいりま

す。皆様のご協力のほど、よろしくお願い致します。 

 



 感謝状授与                                                           

  歴代会長の感謝状を、                  

  三代会長・長澤 様 

  七代会長・川崎 様 

  お二人が授与されました。 

 

 委嘱状授与        

  第 2530地区 

  鈴木邦典ガバナーより 

  委嘱状を、相双分区ガバナー 

  補佐 宮城住夫 会員、 

  財団資金管理委員会 

  委員長 青木謙二 会員が 

  授与されました。 

 

 お客様並びに来訪ロータリアン  

◎原町ＲＣ 福島民報社勤務 関根 英樹 様 

 （メイクアップでご来訪）  

◎渡部 亜季 様 

 （オブザーバーでご来訪） 

 

         幹事報告 

●７月のロータリーレート１１１円です。  ●地区大会記念誌が届いております。 

●２０１６－１７年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせとお礼状が届いております。 
        

 

 Lunch time   １分間スピーチ    青木 謙二 会員  

 

「松下幸之助 社員への満和」を紹介します。    

    『心に笑顔 声にも笑顔』 

 

酷く沈んだ心、活気のない声やふるまいは人を遠ざける。いつも笑顔を

絶やさずにいたい。明るい笑顔は周囲との和やかな関係を築き、 

新たなものを生み出す原動力となる。 

酒井パストガバナーから 

お土産を頂きました。 

 

今週のランチ 

ミックスフライ定食 



Happy Birthday in JULY!!   

 ・中田 浩行 会員   24日     

 ・野口 美佐子 会員 25日     

 ・宮城 住夫 会員   28日 

   計￥30,000. 累計￥30,000. 

青田真 1,000 新年度よろしくお願いします 青木謙二 1,000 小澤丸の船出を祝して 

大谷和年 1,000 小澤会長スタートおめでとうござ

います 

小澤 積 1,000 ご苦労様です。 

岡田義則 1,000 新体制 宜しくお願いします 木幡恵一 1,000 おめでとうございます 

川崎博祐 2,000 小澤さん髙橋さんよろしくお願い

します。 

野地庄蔵 1,000  

髙橋秀夫 1,000 新年度スタートがんばりましょ

う！ 

宮城 住夫 1,000  

長澤初男 1,000 小澤会長、髙橋幹事 一年間御世話

になります。 

酒井善盛 1,000 小澤会長、髙橋幹事 １年間宜し

くお願いします。 

野口美佐子 1,000 新年度スタート宜しくお願いしま

す。 

門馬純子 1,000 小澤会長一年間がんばって下さい 

若林尚之 1,000 はじめての委員会活動がんばりま

す 

佐久間岩男 1,000  

ゴルフ同

好会 

11,000 優勝：野口会員 準優：勝岡田義則

会員 ３位：小澤会員 ブービ賞：

荒明夫人 

原町 RC 

関根英樹 

1,000 初めてメイキャップさせて頂きま

す。宜しくお願いします 

山田 実 1,000     

 計￥18,000. 累計￥18,000.  計￥13,000. 累計￥13,000. 

 

 

       南相馬ロータリークラブ Since.2007 

会長 : 小澤 積  / 幹事 ： 高橋 秀夫   

例会日 ： 毎水曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場 ： フローラ原町 南相馬市原町区高見町 2丁目 30―６  TEL ０２４４－２４－２８８８  

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2丁目６８－６  TEL ０２４４－２３－１２６８ FAX ０２４４－２６－５９３５ 

出席報告 ： 会員数２８名  出席数２０名  出席率７１％ 

 


