国際ロータリー第 2530 地区
2018～19 年度

第９回

通算 503 回
495th Program

2018 年９月５日（水）12:20～13:30
司会 SAA 青木謙二 会員
大谷和年 会長

会員卓話「信用組合について」
三浦宏美会員

「会長の時間」
会長

＊奉仕プロジェクトグループ

大谷 和年

開 会 点鐘 ／ 国歌 斉唱 「君 が
代」／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ＢＯＸ報告／閉会
点鐘

学友・平和フェローシップ委員会合同セミナー出席報告＊

社会奉仕委員会
1.地区ホームページ「奉仕の実践」への登録 今回の「よつば保育園」への
「わくわくプールの贈呈」掲載予定です。現在掲載は 13 クラブで 23 件が掲載されています。相
双分区ではゼロでしたが、今後掲載されてくるものと思います。是非アクセスしてどのような取り
組みを行っているのか見て頂きたいと思います。 2.ロータリーショーケース（Mｙ Rotary）へ
の登録 クラブのプロジェクトを世界中に紹介できるオンラインアプリケーション 今年に入って
4－5 件掲載されている。近くでは、福島南 RC で飯舘小中学校の開校にあたり、教科書を贈呈して
いる。我クラブも掲載することを検討したい。 3. 奉仕事業パネル展示への協力依頼 新聞の切り
抜き記事を地区まで送付する。早速送付したい。 4.猪苗代湖水草回収ボランティア活動の説明と
ご協力のお願い。輝く猪苗代湖をつくる県民会議 NPO 法人主催：猪苗代 RC 共催・猪苗代町協賛、
2530 地区後援。ヒシの回収は予算 800 万円位でやっているのだそうですが、水質はあまり良くな
らない。悪くなるのを防いでいる状態です。相双分区としては 10 月 13 日（土）天神浜 9 時 15 分
登録開始、10 時開始です。詳細は別途連絡。 5.第 1 回ふくしま植樹祭への協力のお願い。後日文
書発送。平成 30 年 11 月 4 日（日）海岸防災林 鹿島区北海老地内職種 クロマツ 参加者 3000
人予定 「ふくしま植樹実行委員会」 ロータリアンはロータリーのエリア設定内で植樹 「市川
海老蔵」が参加。 6. ペットボトルのキャップ回収後の取扱先について「エコキャップ」「エコキ
ャップ運動」という単語はエコキャップ推進協会の登録商標になっています。用語の取り扱いにつ
いてご注意ください。エコキャップの名称は使用しないように。地区の取り組みは昨年度で終了。
クラブで実施するのは良い。・サンケミカル（株）西白河郡 ・千代田産業（有）郡山市

「信用組合について」

三浦宏美

会員

入社するまでは、信用組合と信用金庫の違いがわかり
ませんでした。まず信用組合と信用金庫の共通点からお
話します。非営利の金融機関で銀行とは大きく違う点が
ります。銀行は株式会社であり、株主の利益を優先する
のに対し、信用組合と信用金庫は、地域や職域などを基
盤とした出資者の総合扶助の精神のもとで運営されてい
ます。ともに出資者のためにサービスを行う「協同組織
金融機関」と呼ばれています。私どものほかに、農協、
労働金庫などがあります。取引先は中小企業や個人を中
心としています。では、信用組合と信用金庫の違いはど
こにあるかというと、根拠となる法律や利用者の資格、預金対象者などにあります。
信用組合、正式には信用協同組合といいます。1949 年 6 月 1 日制定の「中小企業等共同組合法」
と「協同組合による金融事業に関する法律」が根拠となっています。出資者は組合員と呼ばれ、そ
の資格は個人及び資本金 3 億円・従業員 300 人以下の法人に限られています。ですから大企業と
の取引はできません。また、信用組合はその基盤となる組合員のコミュニティ－が３つに分けられ
ています。
地域信用組合 相双五城信用組合は、地域信用組合になります。地域の中小零細企業や住民がつく
った信用組合です。営業地域は広いもので県下一円ですが、特例によって相双五城信用組合は、相
双地域だけの営業でしたが震災による原発事故により、浪江・大熊・富岡が閉鎖を余技なくされ、
平成 25 年 11 月 25 日に県をまたいての合併になりました。大部分の信用組合はもっと狭い地域で
営業を行っています。信用組合の中では数が多く代表的な信用組合です。業域信用組合 同じ業種
の人達があつまってつくった信用組合で、医業、出版・印刷業、青果市場などの信用組合がありま
す。医業ですと山形県医師信用組合、岩手県医師信用組合などがあります。出版・印刷ですと東京
にあります文化産業信用組合。青果市場ですと名古屋青果物信用組合などがあります。職域信用組
合 官公庁、企業などの職場に勤務する人たちがつくった信用組合で、都県庁・市職員や鉄道会社、
新聞社などの信用組合があります。警視庁職員信用組合、東京消防信用組合があります。
信用組合は、入社した当時は、300 近くありましたが、合併とうとかにより現在 148 あります。
信用金庫は 1951 年 6 月 15 日制定の「信用金庫法」が根拠となっており、出資者は会員と呼ばれ、
その資格は信用組合と同じで、法人の資本金が 9 億以下である点だけが異なっています。会員以外
の預金も認められ、信用組合よりも広域のエリアを対象としております。状況が変わり金融機関の
数がだいぶ減ってきています。 相双五城信用組合の設立は、昭和 26 年 11 月 26 日です。当初は、
中村信用組合でした。昭和 29 年 7 月に 1 町 7 村合併により相馬信用組合になりました。その後、
双葉郡に支店をだすことになり相双信用組合になりました。私が勤務している原町支店は、昭和
40 年 7 月 23 日に開設しました。震災が起きた時は、建物が古かったので潰されるのではないかと
恐怖感をいだきました。新築したいという考えもありますので、市内に土地があれば紹介して下さ
い。
ロータリーについて、まだまだ未熟でございますが、皆様にご支援、ご指導をいただきながら頑張
っていきたいと思います。
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「９月の誕生祝福

Happy

Birthday♪」
大谷

和年

会長

24 日

岡田

義則

幹事

10 日

会員

15 日

森

昭文

大谷会長が岡田幹事へ

岡田幹事が大谷会長へ

直筆のカードが手渡しされました。

「Lunch time 一分間スピーチ」

酒井善盛パストガバナー

ロータリーの草創期、知っているようで知らないお話しをします。第３
代目会長グレン.C.ミールは、ポールハリスにロータリーに入らないかと
誘われます。当時、ポールハリスは友達がほしくてロータリーを作り奉
仕をしようという意思がなく、親睦を深める為でした。グレン.C.ミール
は、それでは、入る意味がないし長続きしないと断ります。このままで
は、いけないと思い奉仕を思いついたそうです。第３代目会長グレン.C.
ミールになった時、シカゴの市内に公衆トイレを設置したのが奉仕の始
まりと言われています。1 分間スピーチを利用してセミナーの報告し、
会報に載せていただいて会員へ周知して頂けるとい良いと思います。

１０月度プログラム

３日(水)
１２：３０～１３：３０

原町フローラ

10 日(水)
１２：３０～１３：３０

原町フローラ

１７日（水）は、
１３日（土）へ振替
作業 10：00～11：45

２４日（水）
３１日（水）
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猪苗代 天神浜

ＳＨＥＬＴＥＲ
休会

【通常例会】第１３回／通算５０７回
＊誕生祝福 佐久間会員 関会員 門馬会員
＊ゲスト卓話 南相馬市 市役所
商工労政課 神沢氏
【通常例会】第１４回／通算５０８回
＊意見交換会 戦略委員会グループ

水草回収作業に振替 第１５回/通算５０９回例会扱いと
します。

【夜間例会】第１６回／通算５１０回
＊会費

「幹事報告」
●原町ＲＣより「9 月のプログラム」が届いています。●南相馬市国際交流協会より 2,018 年度
姉妹都市交流の御礼が届いています。●第 4 回理事会の報告がありました。●9 月 1 日公共イメー
ジ・IT チーム合同セミナーに岡田幹事が出席しました。●9 月 2 日奉仕プロジェクト合同セミナー
に大谷会長、門馬会員が出席しました。

「各委員会報告」
●会計 若松会員より８月の会計報告がありました。●社会奉仕委員長
源源ゴミ回収報告がありました

計

青木謙二
荒明健

1,000
2,000

大内光一
岡田義則
酒井善盛
佐久間岩男
野口美佐子
三浦宏美
宮城住夫
門馬純子
若林尚之
川崎博祐
長澤初男

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

佐久間会員より８月の資

￥4,000.

累計

￥77,000.

計 ￥3,000.

累計

￥68,000.

計

累計 ￥150,500.

￥15,000.

三浦会員卓話ありがとう御座意ます。
三浦さん卓話ありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会４位を記念して(1000 円)
８月３０日ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会優勝を記念して
三浦会員の卓話に感謝して!!
台風２１号の災害が最小限にとどまりますように・・・。

大谷さん、岡田さん、森さんお誕生日おめでとうございます。
８月３０日ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会を記念して
８月３０日ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会３位を記念して
８月３０日ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会２位を記念して

（円）

出席報告 ： 会員数２９名

南相馬ロータリークラブ

Since.2007

出席数１３名
会長：大谷

出席率４５％

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
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