
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 26 回 通算 520 回 

2019 年 1月 23日（水）18:30～20:30  

「 前期経過報告及び後期の計画 」 

クラブ協議会 前半 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

第二回目のクラブ協議会が今日から 2 回に

分けて実施されます。年度頭書にもお話しし

たと思いますが、クラブ協議会はクラブ役員

と理事、各委員会委員長の会合ですが、会員

も出席されることが奨励され、年に４ないし

６回ほど開催することが推奨されています。 

本来例会とは別に実施されるのが良いので

すが、なかなか時間も取れない、各委員会も

開くことが出来ない状況なので、今回例会の

時間内にて開催いたします。 

 

各委員会の実施状況について意見交換を行

い、内容によっては理事会に諮ったり、今後

の取り組みにも反映させることも考えていま

すので、皆さんの意見を出していただきたい

と思います。 

ロータリーを理解するには自ら行動するこ

とが必要です。よろしくお願いします。 

 

クラブ協議会 前半 「 前期経過報告及び後期の計画 」 

各委員会の委員長が前期経過報告及び後期の計画を発表しました。 

【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  

8 月 21 日 第 1 回グループ会議 出席者 5 名、出席者少なく活発な議

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 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／お客様並びに来

訪ロータリアン紹介／昼食／

ゲスト卓話／会長の時間／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 

 

 



論が出来なった。インターアククトの育成強化

に今後積極的に取組むことを確認した。今後、

随時会議を開き、各員会行事等を実施していく

こととする。 

 

【戦略計画委員会】委員長 川崎博祐会員 

前回のクラブ協議会での意見を踏まえ、中長期

的な戦略計画も大切かも知れないが、今の現状

把握が先ではないかと考えます。出来るだけ全

員による懇談会・協議会を重ねたいと思います。

ご協力をお願いします。 

 

【国際奉仕委員会】委員長 山田実会員 

南相馬市国際交流協会、理事会に出席しました。

又、1 月３０日に行われる、理事会にも出席の

予定です。その後、新春懇談会にも出席の予定

です。 

【選考委員会】委員長 宮城住夫会員 

2017-18 年度は、3 名増員にたいして 3 名の退

会。2018-19 年度は、1 名増員で 29 名。30 名

の大台にのせたいと思いますので皆様のご協力

をお願いします。新会員の紹介者は、新入会員

を一年間サポートして下さい。職業の未充填の

会員の紹介をお願いします。 

【会員増強・拡大委員会】委員長 青田 真会員 

本年度、5 人の会員純増を目標としております。

会員の皆様に紹介状を配布して、１会員１名ご

紹介いただき、会員増強委員会で紹介いただい

た方にクラブの良さを知っていただこうと考え

ておりましたが、現段階ではご紹介いただけて

おりません。 クラブの現状を考えると、会員

増強は必須です。皆様のご協力で何とか良いロ

ータリー活動が出来る様に、ご紹介よろしくお

願いします。 

【プログラム委員会】委員長 小澤積会員 

7 月から 1 月までの半年間は推進月間に基づき

外部卓話を依頼し、内容の充実を心がけ通常例

会の出席率の UP を図りました、また夜間例会

においても、会員間の店舗を巡回利用しながら

親睦を深める会となるようプログラムを立てま

したが、残念ながら、出席率向上には至りませ

んでした。残す半年間に活かしたいと思います。 

【研修委員会】委員長 小澤積会員 

年度始めの事業計画の一つに「新入会員の育成」

をあげさせていただきました。そして、新入会

員向けとして、11 月に「戦前の日本のロータリ

ー」について研修リーダーの役割として卓話を

させていただきました。しかしながら私もロー

タリーについては未だ勉強中でございます。調

査したものをもとに一部しか伝えることしかで

きませんでしたが、精一杯努めさせていただき

ました。後期に機会があれば再度卓話をできれ

ばと思っております。 

【米山記念奨学会委員会】委員長 荒明健会員 

①② 例会にて、寄付金のお願いをした。 

③ 本年度は、奨学生の受け入れは難しく、よ

って、世話クラブのエントリーは下期も含め難

しい 

【青少年奉仕委員会・委員会】   

委員長 岡田義則会員 

１、ＲＹＬＡの開催日（3 月 3 日）と相双分区 

ＩＭが重なってしまい研修生の同伴が出来ない

ため本年度は実施できなくなりました。 

２、ＩＡＣ設立は本年度中に実施できることと

なりました。今後は学校側の要望などを踏まえ

実行委員会と共に最後まで取り組んでまいりま

す。 

３、創立後の計画の為、まだ実行できておりま

せん。 

 

【公共イメージ委員会】委員長 岡田義則会員

１、昨年 11 月

3 日に開催され

ました「あき

いち」にてチ

ャリティーバ

ザーと隣接し

当クラブの活

動報告をパネ

ルに掲示しました。その際、ロータリー財団委

員会と連携し「ポリオプラス基金」のポスター

や募金箱も設置致しました。ロータリー活動を

地域の方々へ理解していただいたと思います。 
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【出席委員会】委員長 野地庄蔵会員 

上半期は、目標としていた出席率の向上が図ら

れていなかった。下半期は出席率向上のため          

に上半期の優良出席者を表彰すると共に、欠席

の多い会員への例会や事業への参加を促す。 

【職業奉仕委員会】委員長 野地庄蔵会員          

当委員会では会員それぞれの職業に携わる中で、

奉仕の理念を活かしていくことを目的としてい

る。外部講師を含め何度かの会員卓話において

職業奉仕の経験談が話されたことは、その機会

を広く会員に与えた事と感じます。下半期も同

様に進めて参りたいと思います。 

【講評：大谷会長】グループごと活動して頂き

たいのですが、連携がとれていないように感じ

ました。後半、早めに会議を開いてグループ活

動を活発にして頂きたい。選考委員会と会員増

強・拡大委員会で合同で会議を開いてください。

新会員の紹介者は、新入会員を一年間サポート

するとありました。とても大切な事なので実践

して下さい。国際奉仕委員会で南相馬市国際交

流協会の問題点を聞きました。今後の課題にし

たいと思います。研修委員会は、今年度初めて

の委員会です。今後も新会員セミナー実施、他

RC へメーキャップなども検討してみて下さい。

米山奨学生は、インターアクトに力を入れるた

めに受け入れはしない事になりました。インタ

ーアクトの活動が始まります。全会員が参加し

協力して下さい。公共イメージとして、あきい

ちでポスターを貼りロータリーの活動を PR で

きたと思います。出席委員会で上半期の優良出

席者を表彰するとありました。必要だと感じま

す。 

会員意見として荒明会員より、IM と重なり

RYLA の研修が参加できないのは問題です。日

程の調整を会長・幹事会で心掛けてほしい。酒

井パストガバナーより国際奉仕委員会の活動は、

南相馬市国際協会だけではないので、他の活動

も実行してください。 

 

  

「Lunch time  １分間スピーチ」  山田実 会員 

元スポーツマンということもありスポーツの話をします。 

今、大変盛り上がっているアジアカップ。明日、ベスト４を

かけて、21 時からベトナムと戦います。今回の大会は、1 点

差で勝ち続けています。今までの日本にはない戦い方をして

いると感じます。また、テニスも盛り上がっていて、先ほど

の速報では、大阪なおみさんがベスト４に入り、世界ランキ

ング３位に決定。もしかしたら優勝するかもということです。

個人的に大変興味があるのは、今日試合が行われる錦織さんです。14 連敗中のジョゴビッチと対

戦します。前回の試合がカレノブスタ戦は死闘でした。あきらめない姿勢に感動しました。あきら

めなければ先がある。これは、経営にもいえるのではないかと思いました。 

 

「PHF 授与」  

第 2530 地区 平井義郎ガバナーよりポリス・ハリス・フェロー賞

を川崎博祐会員が授与されました。 
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「幹事報告」    

●杉並 RC より週報が届いています。 

●ハイライト米山 Vol.22-6 が届いています。 

●次年度ロータリーテーマは、「ロータリーは世界につなぐ」です。 

●相馬 RC より「相馬ロータリークラブ創立 55 周年記念式典のご案内」が届いています。 

   ￥５,９５４．ご協力ありがとうございました。

計  ￥26,000.  累計 ￥160,000.  

計 ￥24,000.  累計 ￥147,000.

計 ￥14,000.   累計 ￥319,868. 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000 後半の委員会活動活発化を期待して 

岡田義則 1,000  

小澤積 1,000 ご苦労様です。 

川崎博祐 2,000 小澤様住宅新築おめでとうございました。 

酒井善盛 1,000 小澤さん昨日は大変ごちそうになりました。 

長澤初男 1,000  

野口美佐子 1,000 クラブ協議会ご苦労様です。 

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

三浦宏美 1,000  

宮城住夫 1,000  

山田実 1,000  
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１７名  出席率５９％ 

 

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 ： 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 

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

