日時：2017 年 11 月 15 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

会長 小澤 積

Program
開会点鐘／「ロータリーソング「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／賞状授与／会長の時間／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
幹事 高橋 秀夫

点鐘

会長の時間

「識字率向上プログラム」

世界には子供達が基本的な教育を受けられず、 世界では 5800 万人の子どもが学校に通えてい
成人になっても十分に読み書きできない国や地

ないのが現状。

<基本的教育・識字のニーズ>

域があります。そうした地域で基本的教育を提

１、成人の識字教育

供し、識字率を上げる取り組みを行っています。

２、子どもたちが学校に通えるよう支援

基本的教育・識字が重視される理由にすべての

３、教育効果を高める支援

女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡率は

４、教材提供

66％減少すると言われている。

ロータリー財団への寄付は「グローバル補助金」

読み書きのできる母親を持つ子どもは、読み

として重点分野などの

書きできない母親の子に比べて、5 歳以上まで

大規模な国際プロジェ

生きのびる確率が 50％高く、低所得国で全生徒

クトに活用され、
「地区

が読み書きを習得した場合、１億 7100 万人が貧

補助金」は小規模な活動

困から抜け出せる。

に活用されます。

会員卓話～大内庭樹園のあゆみ～

大内

光一

会員

大内庭樹園

毎日瓦礫撤去に従事していました。当時の市内

は、大内果樹

は、自衛隊・警察・消防関係の方ばかりで、廃

園が始まり

墟化した感じでしたが徐々に帰還する住民が増

でした。橋本

え、私の家族も六ヶ月後には戻ってきました。

町に約 2 丁分

それと同時に庭の剪定依頼も入り、一部の従業

の畑があり、

員も戻って来て、再興の見通しも明るくなり、

梨を作って

その後、復興関係の市発注の依頼も受け、忙し

いました。私が 5 歳の頃、隣の工場の公害の影

くなり息子も手伝ってくれています。今の問題

響を受け廃業してしまいました。10 年後、父は

は働き手不足です。大内庭樹園が更に安定した

手に職を持ちたいという事で造園業に弟子入り

経営と拡大を図るためには、南相馬市の復興が

をし、昭和 42 年には独立をはたし大内庭樹園と

大変重要な問題と考えています。これには避難

しました。そんな父の背中をみて育ち、高校卒

している方の帰還と震災前の賑わいを戻すこと

業後、家業を手伝いました。植木屋の難しさを

です。震災から 6 年が経ち、住宅の補修はすん

感じながら 45 年の歳月が流れました。数人の職

だが屋敷周りの手入れが未だの方も多く、会社

人を雇用するようになり事業も拡大し、平成 3

として避難者の心情を考え一日でも早く帰還で

年には法人登記し現在に至ります。現在は私が

きるよう、最優先に仕事を受け、地域の復興に

二代目の代表取締役を務めています。

力を入れていく所存です。私の庭造りのモット

平成 23 年には東日本大震災による福島第一

ーは、私が設計するのではなく、お客様が思い

原発事故により山形県長井市に避難しました。

描くような庭を設計し世界でひとつだけの庭を

その時は会社の今後を心配し、もう駄目だろう

造る事です。又、若手の育成にも力を入れてお

と思いましたが、そんな時、南相馬市津波被災

ります。

地の瓦礫の撤去作業の依頼があり、単身で戻り、

今後共、大内庭樹園をよろしくお願いします。

計￥22,000.

累計￥276,090.

大谷和年

1,000

大内会員卓話ありがとうございます。

酒井善盛

1,000

大内会員卓話に感謝して！！

岡田義則

1,000

大内会員卓話ありがとうございます。

小澤

積

1,000

大内さんありがとうございます

髙橋秀夫

1,000

大内会員卓話ありがとうございます。

野地庄蔵

1,000

野口美佐子

1,000

大内さん卓話ありがとうございました。 宮城住夫

1,000

若林尚之

1,000

大内さん卓話ありがとうございます。

山田

1,000

青木謙二

1,000

大内会員楽しい卓話ありがとうござい

ゴルフ

ます。

同好会

計￥8,000.累計￥157,000.
￥4,361. 累計￥34,683.

実

11000

1 位 酒井会員

2 位 大谷会員

3 位 宮城会員

野口会員・小澤会員

計￥13,000.累計￥141,000.
第 1・３回例会にてゴミを回収します。

幹事報告
●第６回の理事会の報告がありました。

●ハイライト米山 Vol.212 が届いています。

●バギオだより 11 月号が届いています。

各委員会報告
●会計の青木会員より、１０月の会計報告がありました。
●会長より、１０月のごみ資源回収費の報告がありました。

表彰、ＰＨＦ授与
退会者ゼロクラブ
米山功労クラブを
当クラブが表彰されました。
ＰＨＦ+2 を青木謙二会員
ＰＨＦ+1 を山田実会員が
授与されました。

Lunch time

１分間スピーチ

酒井善盛パストガバナー

寒くなり、風邪気味です。最近天気予報なのでよく聞かれます「冬将軍」
の語源をご存知でしょうか？今回は、冬将軍についてお話しします。ナポ
レオンがヨーロッパを制圧しロシアを攻めますが冬の
厳しい気候によって過去に幾度も失敗してきました。
「general frost」と表現したことが語源とされていま
す。

今週のランチ

出席報告 ： 会員数３１名

１月度プログラム《
３日(水)
１０日(水)

業

お正月の為

休

会

原町フローラ

【夜間例会】第２４回／通算４７２回
＊誕生祝福

原町フローラ

１２：３０～１３：３０
２４日(水)

原町フローラ

１２：３０～１３：３０

＊新年会

月

間

会

》

費６,０００円

中田浩行会員

【通常例会】第２６回／通算４７４回
＊ゲスト卓話

原町フローラ

仕

【通常例会】第２５回／通算４７３回
＊会員卓話

１２：３０～１３：３０
３１日(水)

奉

出席率４２％

職

１８：３０～
１７日(水)

出席数１３名

青少年奉仕委員会委員長

【通常例会】第２７回／通算４７５回
＊会員卓話

佐久間岩男会員

廣澤俊樹氏

日時：2017 年 11 月 22 日（水）18：30～
場所：とんかつ末広亭 原町区金沢堤下 396-10

夜間例会

会長の時間

「ロータリーはなぜ例会出席を奨励するのか」

ロータリーの例会では心から信頼できる仲間

会は「人生の道場」である、と表現しています。

と、理念を共鳴した人たちと純粋な「親睦」を

ロータリーではサービス理念の真髄を学んだり、

楽しむことができます。会員は平等で、仕事上

仲間とともにロータリアンとしての自己研鑽を

の取引関係や先輩後輩の関係はクラブ内に持ち

行ったりできる場として、例会はロータリーク

込まないのがルールです。そして会員の職業の

ラブの特徴を最も表現できる会合と言えます。

多様性が確保されており、利害関係のない幅広

例会に出席し、クラブの奉仕活動に参加し、地

い異業種の会員と事業上の発想の交換ができる

区の会合などにも参加する事で、ロータリーの

のも、例会の楽しみのひとつと言えます。

魅力を発見することになるのではないでしょう

日本ロータリーの創始者・米山梅吉翁は、例

Program

か。

第４６８回

開会点鐘／「四つのテスト」唱和／会長の時間／幹事
報告／各委員会報告／出席報告／閉会点鐘

青木謙二会員から事務所で
使用するポットを頂きました。

南相馬ロータリークラブ
会長 : 小澤 積 / 幹事 ： 高橋
水曜日：１２：３０～１３：３０

Since.2007

秀夫

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 ０２４４－２６－５９３５HP http://www.minamisoma-rc.org/
E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp

