日時：2018 年 1 月 31 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４７５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／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／閉会点鐘
幹事 高橋 秀夫

会長の時間
日本人初の RI 会長(1968-1969

「日本人初のＲＩ会長
昭和 43 年～）

東ヶ崎

潔氏」

きた。語学力と米国通という手腕で、米国経済

東京ロータリークラブ（水曜クラブに入会）戦

使節団の通訳を務め、日米協会のために尽力し、

争中のロータリーの別名戦争のため、一時国際

知人の紹介でジャパンタイムズのマネージャー

ロータリーから脱退する。明治 28 年（1895）9

として働くことになる。これが縁で水曜クラブ

月 24 日カリフォルニア州サンフランシスコに

（東京ロータリークラブ）に入会する。1955-56

て９人兄弟の長男として生まれる。

年度東京ロータリークラブ会長に選出され、翌

当時の日本人移民は多大な苦労をしたが、東ケ

年、フィラデルフィア国際大会で講演し、また

崎家の子供達は、立派な教育を受けることがで

たくまに RI 会長になりました。

東ケ崎 RI 会長年度 1968 年メキシコ国際大会の

て考察するのは良いことだし、必要なことです。

スピーチの中で次のように話されている。

でも、あなたの町の問題に関心を寄せるのも大

「慈愛は我が家から始まる、という諺があり
ます。これは今も変わりません。遠い国につい

会員卓話

「

ロータリーあれこれ

切です。私たちは、まさに自分自身の地域社会
で、多種多様な奉仕の機会に恵まれています。」

」

酒井善盛パストガバナー

皆さんから貴重な会費を頂いております。そ

所の固定化をいたいと思っています。諮問委員

の会費がどのように使われているか説明させて

会に何回か掛け合っていますが、なかなか許可

頂きたいと思います。当クラブの会費は、年間

が得られません。ガバナー事務所の固定化が出

120,000 円です。この会費は、クラブによって

来れば、700 万円くらい支出を抑えられるので

違います。この 12 万のなかから、ＲＩに納める

はないかと思っています。地区の財政が豊かに

人頭分担金が現在一人 50 ドル、来年・再来年と

なれば、困っているクラブへ支援でき、社会奉

４ドルずつ上がります。この人頭分担金は、ロ

仕に有効に活用できると思います。又、引継ぎ

ータリーで働く方々の給与、世界大会、国際協

もスムーズにいくと思います。将来の為にも、

議会に使われています。地区に納める地区賦課

なんとかしなければと思っています。当地区と

金が年間 15,000 円、地区災害特別基金が 1,000

して初め

円、地区大会賛助金が 3,000 円、青少年奉仕助

てグロー

成金が 200 円です。これも地区によって違いま

バル補助

す。前回の例会で地区青少年奉仕委員会の廣澤

金を頂き

委員長もお話しされていましたが、予算がとて

ました。

も足りない。実際に 2530 地区は、財政がとても
厳しい状況です。収入と支出のバランスをとら
なくてはいけないです。そこで、ガバナー事務

幹事報告
●原町中央 RC2 月のプログラムが届いています。
●2016-17 年度佐久間ガバナーより「地区要覧」が届いています。
●1 月 10 日新年会の会計報告がありました。

各委員会報告
●ＩＭ実行委員会副委員長大谷会員より第 2 回ＩＭ実行委員会の報告がありました。
ＩＭ当日、「ロータリーの公共イメージと認知度の向上」に基づき、この度、相双地域の小学
生と、その保護者さんを対象に相馬出身で元巨人軍の鈴木尚広氏に特別記念講演をして頂くこ
とになりました。皆さんのご協力をお願いします。

Lunch time

１分間スピーチ

門馬

純子

会員

私は、13 年前、約 36 年間務めた、厚生労働省

将来、「会社

を辞めて、南相馬市に戻りました。理由は、父

をどう発展

が 80 才と高齢になり、会社の経営を行うのがむ

させるか」を

ずかしくなっていたためです。お店を、閉めて

夢みたり、

もよかったのですが、50 年以上つづけてきたお

「どうした

店を閉めるのは、という思いと、御ひいき頂い

らお客様に

ているお客様、そして従業員の生活のことも考

喜んで貰え

え、一年発起して私が引き継ぐこととしました。

る だ ろ う

パチンコを一度もしたことない、又、公務員だ

か？」を企画・立案し、従業員に指導・教育し

った私には、門外漢のパチンコ店の経営・社長

ながら自分も成長しつつ、利益の一部を寄付し、

業は本当に大変でした。商売をしていく中で、

従業員と一緒にボランティア活動をしたり、又、

「商売はお客様又、従業員がいねければ成り立

従業員の家族から、感謝された時の幸せ感、等々

たず、社長一人では何もできない」ことを学び、

です。公務員時代は、トップダウンの指示待ち

「お客様は神様」、
「従業員は天皇陛下」を肝に

でしたので、自分で考え、自分で決定し采配で

銘じ、経営理念にしました。社長業をやってい

きる社長業は醍醐味があり、貴重な体験・経験

く中で、楽しいこともありましたが、辛いこと

でした。ロータリークラブは、沢山の夢とロマ

の方が多く、ある時「こんなつらい社長業を、

ンを持った社長さんの集まりです。夢とロマン

何故やれているんだろう？」と考えたことがあ

をもっているから、ロータリー活動が続けられ

りました。それは、社長は、
「夢とロマンを持つ

るんだと思います。いつまで、この夢とロマン

ことが出来るからだ」という結論に達しました。

を持ちつづけられるか、私の今後の課題です。

３月度プログラム《
７日(水)

4 日へ振替

原町フローラ

１３：００～

水と衛生月間

》

【ＩＭ】第３２回／通算４８０回
相双分区インターシティミーティング
＊新会員セミナー
＊ＩＭ
＊懇親会

１４日(水)

原町フローラ

１２：３０～１３：３０
２１日(水)
２８日(水)
１２：３０～１３：３０

【通常例会】第３３回／通算４８１回
＊ゲスト卓話 国際奉仕委員会委員長 佐藤信博氏

休

会

原町フローラ

春分の日の為、休会
【通常例会】第３１回／通算４８２回
＊会員卓話

星遵一会員

「ＩＴ委員会について」

計￥7,000.累計￥208,000.
計￥26,000.累計￥229,500.
￥7,300
1・３回例会にてゴミを回収します。
￥7,140

累計 ￥71,701.

計￥12,149. 累計￥348,339.
青田 真

1,000

鬼は外、福は内

大谷和年

1,000

酒井会員卓話ありがとうございました。

大内光一

1,000

岡田義則

1,000

酒井パストガバナー卓話ありがとうございます。

小澤 積

1,000

酒井さんありがとうございます。

髙橋秀夫

1,000

酒井パストガバナー卓話ありがとうございます。

野地庄蔵

1,000

宮城住夫
門馬純子

1,000

山田 実

1,000

若林尚之

1,000

南相馬ＲＣ

149

酒井さん卓話ありがとうございます。

酒井パストガバナーありがとうございます。
1 月 10 日新年会の景品お釣り

出席報告 ： 会員数３１名

出席数１５名

出席率６３％

2017-18 年度版「広報誌 ＲＯＴＡＲＹ（一般向け／会員勧誘用）」について
ロータリーの公共イメージ向上のための、広報誌を最新版に改訂し、発行されていますのでご活用ください。
★一般向け「世界と日本」（第 10 版）は、ロータリーの国際的な活動の紹介と、日本のロータリークラブの活動を
中心に紹介。１セット（10 冊）定価 500 円＋消費税（送料別）。
★会員勧誘用「あなたも新しい風に」（第 9 版）は、ロータリアンになったら実際にどのような活動をするのか？ という
視点で、例会・出席や職業奉仕について紹介。１セット（5 冊）定価 400 円＋消費税（送料別）。ご注文は友事務
まで。『友』ホームページからご案内状のダウンロードもできます。
ご案内状のダウンロードはこちらから→ → order_pub.pdf

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 本日のランチ▲
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

