日時：2018 年 1 月 24 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

第４７４回

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／バナー授与／会長の時間／昼食／ゲスト卓
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

会長の時間
108 周年

会長

点鐘

「日本人歴代ＲＩ会長
田中作次（たなかさくじ）

田中

作次

氏」

先ずは自分の夢や目的を明確にする必要があり

2012-2013 年度

八潮ロータリークラブに所属。 ます。いつ人から言われても自分の夢をはっき

2012 年 8 月 1 日

新会長インタビュー際、自身

り言えるかどうかでその人の成長は大きく変わ

の人生観を話されていたました。

ると思います。

・
『私は”夢を持つ人”は持たない人よりも将来

・『年齢に関係なく夢を持つことが大切です。

必ず大きく成長すると思っております』若い人

本人のやる気次第で夢は達成できます。それに

は可能性を持っている。可能性があるのに実現

は、自分の考えを明確にすることと、想いを継

できないのは夢や目的が明確で無いからです。

続することです。困難は楽しみに変わります。

ゲスト卓話「青少年奉仕委員会について」 廣澤俊樹

青少年奉仕委員長

青少年奉仕委員会は、以前は新世代奉仕委員

りません。ＲＹＬＡに参加する事がステイタス

会でした。ロータリーのなかでは、４つ活動が

になっているくらい、九州・関西地区は青少年

あります。①インターアクト委員会。②ロータ

奉仕活動が盛んです。その青少年達が将来ロー

アクト委員会。③ＲＹＬＡ。④青少年交換。

タリアンとなることを望んでいて、青少年達は

「インターアクト」とは、12～18 歳のロータリ

成長するために、質の高い活動の場が必要です。

ー活動です。

是非ご自分の周りの青少年達に、ロータリアン

「ローターアクト」は、18～30 歳までのロータ

だけが活用できるこの機会を与えて下さい。ロ

リー活動です。

ータリーが会員増強をするのは、その意思の継

「ＲＹＬＡ」は 18～35 歳程度の方を対象とし、

承であり、活動の存続であると考えます。即効

色々な経験をして頂くための会議です。

性があり、目に見える活動も当然大事ですが、

「青少年交換」は、15～19 歳の高校生を対象と

そればかりに傾倒するのではなく、中々結果が

し、交換留学を実編するようサポートすること

見えにくい活動とは言えど、青少年奉仕活動は

です。

広義に解釈すれば、ロータリーの将来に亘る一

青少年奉仕委員会の今年の予算は、460 万です。

番効果的な広告、ＰＲであるとも考えます。

内訳としてインターアクトが 150 万、ローター

是非、青少年

アクトが 116 万、ＲＹＬＡが 60 万、青少年交換

達と活動を

が 70 万です（日本円換算）。青少年交換で留学

して頂きた

生のすべての面倒を 70 万では、とても足りない

いと思いま

のが実態です。ＲＹＬＡも 60 万では、とても足

す。

幹事報告
●ガバナー事務所より「地区大会記録誌」が届いています。
●タビックスジャパンより「国際ロータリー年次大会

参加旅行について」のご案内が

届いています。

1 月２１日（日）奉仕活動
1 月２１日（日）原町駅前でゴミ拾いを行いました。
参加者は、
荒明会員ご夫婦、小澤会長、髙橋幹事、岡田義則会員の
５名でした。寒い中大変ご苦労様でした。
次回２月も予定していますので、多くの参加にご協力をお願いします。
尚、日程については、後日ご連絡いたします。

Lunch time

１分間スピーチ

野地

庄蔵

会員

本町商店街の活

昨年も完走出来まして、毎年約３分は早くなっ

動 で 、毎 年 12

ています。

月に開催される、 昨年は６０分をきり、達成感を味わうことがで
南相馬市の「野

きました。今年も挑戦したいと思います。

馬追の里健康マ

「野馬追の里健康マラソン大会」は、野馬追の

ラソン」に参加

里ならではのマラソン大会・ウォーキング大会

しています。商店街のメンバーをはじめ、七十

です。中でもマラソンの部は、昨年が第３０回

七銀行の行員も参加し、今年で 6 回目になりま

の記念大会となったことから、様々な記念特典

す。だいたい、３ケ月前ぐらいから練習をはじ

がありました。私はタイムや順位を競うという

め、マラソンに向けて接骨院に通ったりしなが

より、大会当日までのプロセスや、やり遂げた

ら身体づくりをします。

とい達成感が大切だと思い続けています。

新会員バナー授与
▶新会員バナーを
村上 正孝 会員が
授与されました。
廣澤 俊樹 青少年委員長が卓話の謝礼をスマイルボックスに寄付してくださいました。▲

ロータリー財団 ： 10 年連続で４つ星！

最高評価！

ロータリー財団はこの度、慈善団体の格付けを行う

Charity Navigator は、ロータリー財団について次のよ

独立機関「Charity Navigator」から、10 年連続で４つ

うに評しています。

星の最高評価を受けました。

「当機関が格付けを行っている慈善団体にうち、１０

財団は評価で満点を記録しており、財務、説明責

年連続で４つ星評価を受けている団体はわずか１％

任、透明性が高く評価されました。これは、財団にと

です。この評価により、ロータリー財団が名国内の他

ってご寄付が活用され、プログラムと業務が維持さ

の慈善団体より優れ、信頼性の高い団体であること

れ、健全なガバナンスと管理運営が行われているこ

が実証されています。

とを示しています。

（ソース：2018 年 1 月 18 日 My Rotary より）
国際大会 カナダ・トロント／本会議 ２０１８年６月２４日（日）
オンライン登録が便利です！ 「１年間の成果を祝い、次年度に向け
てエネルギーを蓄える場となるのが、国際大会です」 3 月 31 日まで
に登録すると事前割引が適用されます。トロント国際大会へのご登
録は、割引が適用される早期登録をご利用ください。

計￥10,000.

累計

￥201,000.

計￥19,000.

累計

￥203,500.

計￥24,000. 累計

￥294,090.

（第 474 回集計）

青木謙二

1,000

廣澤委員長卓話ありがとう御座います。

青田 真

1,000

廣澤委員長ありがとうございました。お天気が悪いのでお帰りもお気をつけ下さい。

荒明 健

1,000

廣澤様遠路はるばるありがとうございます。

大谷和年

1,000

廣澤委員長遠いところ卓話ありがとうございます。

大内光一

1,000

木幡恵一

1,000

卓話ありがとうございます。

岡田義則

1,000

廣澤委員長卓話ありがとうございます。

小澤 積

1,000

廣澤様ありがとうございます。

川崎博祐

1,000

廣澤さん卓話ありがとうございます。

酒井善盛

1,000

廣澤青少年委員長の卓話に感謝して！！

野口美佐子

1,000

廣澤様、ご来訪・卓話ありがとうございます。

野地庄蔵

1,000

1 分スピーチがんばります。

宮城住夫

1,000

村上正孝

1,000

門馬純子

1,000

山田 実

1,000

若林尚之

1,000

廣澤様ありがとうございます。

廣澤俊樹

5,000

本日はスピーチさせて頂きありがとうございます。

廣澤様卓話ありがとうございました。

出席報告 ： 会員数３１名

出席数１９名

出席率６３％

本日のランチ▶

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
HP http://www.minamisoma-rc.org/

E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp

