国際ロータリー第 2530 地区
2018～19 年度

第２１回

通算 515 回
495th Program

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

「私のプロフィール」
相双分区ガバナー補佐

青田由広氏

「会長の時間」
会長

地区大会お疲れさまでした。今年度は 12
名の参加を頂きました。会津は私たちの地域
からは一番遠い大会ではないかと思います。
席も結構前で大会の状況が一番把握しやすか
ったのではないかと思います。初めて出席さ
れた方も何人かおられました。その方のため
に地区大会について少し話します。
『地区大会は地区で行われる最大の行事で
す。元来、地区大会は国際ロータリーが行わ
せる行事ですから、その立案指導の責任は全
て地区ガバナーの負うところとなっておりま
す。ホストクラブはガバナーの委嘱を受けて
これを実施するという立場にあります。その
目的とするところは参加ロータリアンに誇り
と感激を与えることにあります。参加者に
「ロータリアンで良かった。ロータリーは素
敵だ」と思わせれば成功したことになります。

大谷 和年

それには地元ロータリアン及び家族の善意あ
ふれる歓待、RI 会長代理の感激に満ちたメッ
セージ、友愛の広場における親睦等がその要
素となるでしょう。もちろん、情報交換のた
めの部門別協議会やガバナーノミニー及び規
定審議会代表議員、理事指名委員の選挙、立
法案の討議、奉仕活動に関する決議の採択等
も重要な要素です。
地区大会の会期は最短二日、最長三日です。
地区大会の必須条件は、RI 会長代理のスピー
チ、前年度の会計報告、該当する年度での規
定審議会代表議員の選出と理事指名委員の選
挙、地区資金の承認などです。』「参考：ロ
ータリー入門書」
皆さんの感想はいかがでしたでしょうか。
少しでも参加して良かったと思っていただけ
たら、地区大会の参加は大きな意義があった
かと思います。

「私のプロフィール」
地区大会、お世話様でした。３月には、Ｉ
Ｍがあります。新会員オリエンテーションで
は、酒井パストガバナーへ講師を依頼しまし
た。宜しくお願いします。

私は、昭和 30 年 8 月 20 日に南相馬市鹿島
区で生まれました。アクネスチャンと同じ年
の同じ日で数時間の違いだけです。中学では、
女性にもてたい為に、野球部に所属し、高校
では３年間ギター部に所属しました。国際商
科大学、商学部に入学し４年間ギター部に所
属しました。卒業し、大同自動車興業に入社
しました。面接の時に特技を聞かれ、ピンク
レディを踊り、途中で止められましたが、見
事に採用されました。仙台支店に配属された
時は、ピンクレディを踊って下さいと言われ
ました。噂が広まっていたのでしょう。
悲しい体験が沢山あります。知り合いがこ
たつのコードを巻き付けて感電死したり、友
達が自分の店の従業員と心中をしました。そ
の時その友達から、今から死にますという手
紙をもらいました。私がぢで入院した際は、

相双分区ガバナー補佐

青田由広

氏

隣の元気なおじいさんが、眠れないというこ
とで看護婦さんに注射をしてもらったら、朝、
亡くなっていたなど、そんな事が立て続けに
起こりました。そんな時に、建設会社の社長
さんから声を掛けられ、面接もしないで採用
されましたが、その日から山奥に配属され 18
年間勤めました。長男は、私の後を継がず、
ラーメン店をオープンし、何店舗かもって頑
張っています。長女は、聖愛委保育園に務め
ていましたが震災後、名取でスエルドエンジ
ェル東園を経営しています。次女は、英語の
先生で、彼女の旦那さんが私の後を継いでく
れることになりました。実は、私、死に目に
４回あっていまして、後厄の歳に血圧が 220
あり病院に行き緊急入院しバイパス手術をし
ました。お陰様でこんなに健康になりました。
占い師さんに会うことがあり、初対面で畳を
むしりながら凄いことを言われ、まるでテレ
ビの世界のような光景でした。その方に、今
から、青田さんに電話が来ますと言われ、す
ると本当に電話が来ました。次に事故に遭う
と言われ気を付けていましたが、二日後に、
２ｔ車のトラックにぶつけられました。除雪
作業が終わり夜の９時頃帰宅中に海に落ちて
いる車を見つけ乗っていた二人を助けました。
心中未遂でした。親子でお子さんは、身体障
害者でした。私が助けた為に、親は捕まって
しまいました。子供には、死ぬ意思が無かっ
たからです。助けて複雑な心境になりました。
そんな波乱万丈な人生です。さて、４月には
相馬ＲＣ創立 55 周年を開催しますので、是
非皆さんのご参加をお待ちしております。

第 2530 地区米山記念将学会推進委員会

武島昭義

氏

米山記念会将学会委員会より、お願いがあ
りメーキャップさせて頂きました。今年は、
米山記念奨学生の申込が４０人ちかくありま
した。１１人しか採用できず残念でしたが、
皆様に特別寄付をお願いしたいと思います。
寄付が多くなれば採用人数も増やすことがで
きます。是非ご協力をお願いします。南相馬
RC でお世話をした、Ody 君に先日、米山体験
発表会でお会いしました。Ody 君は、司会を
務めて立派に活躍していました。今後も Ody
君のような奨学生をお世話して下さい。ご支
援宜しくお願いします。

「Lunch time

１分間スピーチ」
宮城住夫会員

風邪をこじらせてしまい体調が万全であり
ませんがお話しさせていただきます。今日の
出席率５０％くらいですね。例会に出席する

ことが、ロータリーの基本です。さまざまな
職種の方々が集まります。毎回座る席が違う
のは、いろんな方と会話をする為です。是非、
隣の方と会話を楽しみ情報を得て大切な時間
を過ごしてください。幼い時のお話しをしま
す。皆さんは乗り物に初めて乗った時は、い
つですか？私は小学６年生の時にバスに初め
て乗りました。海へ行き、海の広さに感動し
ました。その時、海で魚を釣る人の手伝いを
しました。その方のお昼は、ごはんとお味噌
汁だけだったんです。おかずがないです。そ
の日釣った魚をおかずにしていました。そん
な思い出があります。

芳賀裕ガバナーエレクト国際協議会壮行会
大橋廣治パストガバナー規定審議会壮行会
12 月 1 日（土）サンパレス福島にて芳賀裕 GE 国際協議
会壮行会と大橋廣治パストガバナー規定審議会壮行会が開
催されました。約百六十人が出席。当クラブからは、酒井
善盛パストガバナー、青木会員、大谷会長が出席しました。
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「幹事報告」
●国際大会のご案内が届いています。
●ロータリーの友事務所事業報告書が届いています。

計

青木謙二
大内光一
大谷和年
川崎博祐
酒井善盛
佐久間岩男
野口美佐子
野地庄蔵
星遵一
三浦宏美
宮城住夫
相馬 RC 青田由広
相馬 RC 武島昭良

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

ｺﾞﾙﾌ同好会 大谷和年
〃
野口美佐子
〃
宮城住夫
〃
山田実
〃
山田伊津美
〃
野口美佐子

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

￥8,000.

累計

￥121,000.

計 ￥4,000.

累計

￥100,000.

計

累計

￥247,500.

￥24,000.

青田ガバナー補佐、武島様、来訪ありがとう御座意ます。
孫のお宮参りを記念して
ガバナー補佐青田様ご苦労様です。
青田 G 補佐武島幹事来訪感謝申し上げます
青田ガバナー補佐ご来訪ありがとうございます。

本日の卓話お世話になります。
米山奨学会の特別寄付の更なる増額のお願いに参りました。宜しくお願い
します。
9 月期ゴルフコンペ優勝を記念して
9 月期ゴルフコンペ準優勝を記念して
9 月期ゴルフコンペ３位を記念して
11 月期ゴルフコンペ優勝を記念して
11 月期ゴルフコンペ準優勝を記念して
11 月期ゴルフコンペ３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１６名

会長：大谷

出席率５６％

和年 / 幹事：岡田義則

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０
例会場 ： 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 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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