
                        
国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

  第２回／通算 496 回 

2018 年７月１１日（水）12:20～13:30  

2018～19 年度 クラブ協議会 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

西日本を中心とした豪雨災害は、平

成最大の災害となっています。 

東日本大震災の際には、多大な支援をいただいており、当クラ

ブとして被災地に災害義援金を送りたいと思います。18 日の

理事会で検討したいと思います。 

 

クラブ協議会 

次年度の方針・事業計画の発表がありました。大谷和年モデレータより 

会員増強委員会と選考委員会は、連携して活動して頂きたい。8 月は会員

増強月間になっていますので、アクションをおこしていただきたいと思

います。戦略計画委員会は大変重要な委員会です。会費等クラブのあり

方について考えて頂きたいと思います。ぜひ、チームを活用して方針に

沿って、事業計画を進めて頂きたいと思います。 

（幹事 岡田 義則） 

SAA 代理副 小澤 積 会員／／ 奉仕プロジェクトグループ グループリーダー 長澤 初男 

会員／／ 会員増強・拡大委員会委員長 青田 真 会員／／ 職業奉仕委員会・出席委員会委員

長 野地 庄蔵 会員／／ 青少年奉仕委員会・インターアクト委員会・公共イメージ向上委員会 

委員長 岡田 義則 幹事／／ 社会奉仕委員会委員長 佐久間 岩男 会員／／ スマイルボッ

クス委員会委員長 代理 岡田義則 幹事／／ 研修委員会委員長 小澤 積 会員／／ IT 委員

会委員長 星 遵一 会員 

以上、年次事業計画発表者 

 

495th  Program  

司会 SAA 副 小澤積 会員            

大谷和年 会長 

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／会長の時間／幹事報

告／各イ委員会報告／出席報告

／スマイルＢＯＸ報告／閉会点

鐘／クラブ協議会 
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第 2530 地区 奉仕プロジェクトグループよりお知らせ 

「エクアドル花火プロジェクト in いなしろ花火大会」について 

2018 年、日本と南米の小さな国エクアドルは国交 100 周年を迎えま

す。野口英世が 100 年前エクアドルで研究を重ねていた成果が、国交

樹立に大きく関わっています。英世がつなげた国交樹立。花火プロジェ

クトは、彼の生まれた故郷から次の 100 年へ向けて、新たな交流が生

まれることを期待しています。このプロジェクトは、エクアドル大使館と猪苗代町で合意した企画

でありました。観光協会、猪苗代 RC の皆さんたちが関わって開催しておりましたが今回、奉仕プ

ロジェクトグループが中心となり 2530 地区としてこのプロジェクトに支援することになりました。     

8 月 13 日（月）エクアドルからの旅行者 30 名／他スタッフを含めて、午後 2 時ごろ猪苗代に

入ります。その後、花火大会に参加するため小グループを作り、屋台などで食事をしながら花火を

観賞します。小グループの移動・食事などの接待ボランティア（できれば英語・スペイン語を話せ

る方）としてご協力をしてくださる方を募集しています。応募先 奉仕プロェクトグループ 国際

奉仕委員会 委員長 白岩良子（yoshiko@fd-const.com）まで、お願い

します。 

オリジナルグッズも発売中です。エクアドルの大自然をモチーフに

したオリジナルの手ぬぐい 3 種類です。売り上げ金は、感謝を込めて、

プロジェクトの運営費にあてさせていただきます。連絡先は、

hanabi.ecuador@gmail.com 

mailto:yoshiko@fd-const.com


3 
 

  

「幹事報告」  ●原町中央ＲＣ、相馬ＲＣより 7 月のプログラムが届いています。●配布しま

した冊子は、月信の職業奉仕委員会活動報告書です。●第 2 回 6 月 20 日の理事会の報告がありま

した。●青田 由広 相双分区ガバナー補佐よりご連絡がありました。今年度の IM 開催は、2019

年 3 月 3 日（日）に決定しました。●ディスカッションリーダに相馬 RC 蓬田 信一 会員 当

クラブの青田 真 会員が選任されました。 

「各委員会報告」●インターアクト委員長・岡田会員より、７月６日（金）大谷和年会長と

岡田義則会員と若林尚之会員で相馬農業高等学校へ、インターアクトの件

でご挨拶に行って来ました。 

長澤初男 会員より 

西日本豪雨は、平成に入ってから今までにない災害となっております。

連日、報道を見ていて思ったことがあります。一部では、災害に対する

恐ろしさが分かっていないということです。避難指示がでているのに、

逃げないで自宅にこもっている方がいました。命を守るということがな

によりも大事なことです。早めの避難をして頂き、結果的に何事もなく

無事に自宅に戻れることが、防災に対する心構えです。皆さんは、東日

本大震災の教訓を生かして頂きたい。南相馬市にもハザードマップがあ

ります。それを把握して頂き、災害時にはいかしてください。消防団

OB としてお話しさせて頂きました。

８月度プログラム 

 

1日(水)  

１２：３０～１３：３０ 

 

原町フローラ 

 

 

【通常例会】第５回／通算 4９９回 

＊誕生祝福 但野会員 山田会員  

＊インターアクト経過報告  

インターアクト委員長 岡田義則会員 

＊ガバナー公式訪問の段取り説明 

9日(木) 

１８：００～ 

 

相 馬 

音屋ホール 

【夜間移動例会】第６回／通算５００回 

＊ガバナー歓迎会  

１５日（水） 

休  会 

 

お盆休み 

 

 

２２日（水） 

 

 

原町フローラ 

 

【ガバナー公式訪問】第７回／通算５０１回 

＊会長・幹事との懇談  ９：３０～１０：２０ 

＊クラブ協議会     １０：３０～１２：００ 

＊例会          １２：３０～１３：３０ 

 

 

２９日（水） 

１２：３０～１３：３０ 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第８回／通算５０２回 

＊会員卓話 

 相双五城信用組合 

 原町支店 支店長 三浦宏美会員 
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計   ￥3,000.  累計 ￥29,000. 

計  ￥2,000.  累計 ￥29,000.

計 ￥14,000.   累計  ￥39,500. 

大谷和年 1,000  

岡田義則 1,000  

小澤 積 1,000 ご苦労様です。 

佐久間岩男 1,000  

長澤初男 1,000  

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

宮城住夫 5,000 奉仕プロジェクトお世話になります。 

森 昭文 1,000  

若林尚之 1,000  
               （円） 

ゴルフ同好会より、８月のゴルフコンペは下記の通りになります。 

【2018 年夏の YEG オープン親善ゴルフコンぺ】のご案内 

私共ゴルフ部は商工会議所青年部メンバーを中心として、ゴルフをこよなく愛

し、「エンジョイゴルフ」を合言葉に、若手経営者たちの情報交換の場として日々活動しておりま

す。本コンペでは、これまで以上に多くの参加者を集い、当会員や南相馬市の発展を担っていく経

営者及び関係者、友人等による出会い・交流のきっかけになることを目的と致します。アトラクシ

ョン、景品等多くを準備し盛大なコンペにしたいと思いますので、ご多用の折とは存じますが、何

卒ご参加下さいますようお願い申し上げます。                      

1．開催目時  2018 年 8 月 12 日（日） 午前 8 時 45 分スタート 

2．開催場所  パーシモンカントリークラブ 福島県伊達市霊山町下小国字東海聞入 23 

 

出席報告 ： 会員数２９名  出席数１５名  出席率５２％ 

南相馬ロータリークラブ Since.2007      会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   

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   

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 

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

