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「

前期経過報告及び後期の計画

クラブ協議会

」

後半

「会長の時間」
会長

前週の前期経過報告・後期計画ありがとう
ございました。
私のほうからいくつかのコメントを出しま
したので、少し整理して後期の活動計画に参
考にしていただければと思います。
奉仕プロジェクトグループ：インターアク
ト委員会もグループに含まれますが、今年度
は実行委員会が設立されていますので、主に
社会奉仕委員会の活動について、グループ内
で検討していただきたいと思います。月一回
の清掃活動とリサイクル品の回収活動が議題
になるかと思います。
戦略計画委員会：現状把握のため懇談会・
協議会実施を予定されているとのことですの
で、実施をお願いします。尚 グループとし

大谷 和年

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

ての意見交換も是非していただきたいと思い
ます。クラブ運営上大切な委員会が含まれて
いますのでよろしくお願いします。親睦活
動・プログラム・スマイルボックス・出席委
員会がグループです。
選考委員会と会員増強・拡大委員会：合同
で委員会を開いていただきたいと思います。
例会の時間を利用して 1 回意見交換会を実施
しましたが、その後進んでいないので、意識
向上のためにも前に進めることが必要かと思
います。
研修委員会：新入会員（おおよそ三年未満）
の会員との研修及び懇談会を実施できればと
思います。食事をしながらでも良いので、意
見交換の場があればと思います。
尚 直接委員会で検討するのに不安がある
課題は、会長あて提案してください。役員会
及び理事会で検討し、委員会・クラブ協議会
にて協議するようにします。

クラブ協議会

「

前期経過報告及び後期の計画

【スマイルボックス委員会】
委員長 大内光一
本年度のスマイル目標額は 55 万円。昨年 12 月
末時点 271,500 円です。皆様のご協力をどうぞ
よろしくお願い致します。

【青少年交換委員会】

委員長 門馬純子

大谷会長は、所信の中で、「奉仕活動の育成強
化」を掲げており、その一環として「インター
アクト」（福島県立相馬農業高等学校）の設立
に向けて進行中である。
現在、当委員会は、将来、当該クラブおける
「ロータリー青少年交換」プロジェクトの設立
の際、大きく関与すると思われる「インターア
クト」の立ち上げに参加・協力しており、それ
ら活動を通じて「ロータリー青少年交換」の理
解を深めている。後期においても、同様の活動
の遂行に努める。

」

相双地区のクリニック、及び病院等に「ポリオ
プラス基金ボックス」設置（２０１９年１月～
約３ケ月間）の協力をお願いし、現在、募金中
である。さらに、原町区の「あきいち」
（２０１８年１１月３日開催）において、「ポ
リオプラス基金」の啓蒙活動の一環として、市
民に寄付金の協力をお願いした。なお、後期は
会員にも、一人あたり、３５ドル以上の積極的
な寄付をお願いする。
④ 「奉仕活動の育成強化」の一環として、地
区補助金を活用し、南相馬市原町区の「よつば
保育園」に、幼児用プール二つ（計約３０万円
相当）を寄贈した（２０１８年８月２１日）。
後期においても、当該プロジェクトのなお一層
の推進を図るため、地区補助金及びグローバル
補助金の積極的な利用・活用（クラブ会員の参
加による）を会員に促す。
【ＳＡＡ】
正 青木謙二
会員皆さんの協力で円滑に例会は進行して
いると思います。全体的に出席率が低いよ
うなので、皆さんの協力によって出席率を
上げたいと思います。
【親睦活動委員会】

委員長 若林尚之

会員全員が参加できる企画は出来なかったがブ
ロック会議が実施出来た事は団結感があり良か
ったと思います。今後もご協力よろしくお願い
します。

【ロータリー財団委員会】 委員長 門馬純子
【IT 委員会】
① クラブ会員の寄付を通じて、ロータリー財
団の活動の支援に努めており、後期も同様に活
動を行う。
② ロータリー財団年次寄付金については、目
標金額、会員一人あたり、１５０ドル以上の積
極的な寄付をお願いしているが、２０１８年１
２月末までの総額は、１４５,０００円（目標
額：４７０,０００円以上）である。後期におい
て、目標額が達せられる様、さらなる積極的な
寄付をお願いする。
③ 「ポリオプラス基金」（恒久基金使途指定
寄付）については、相双地区医師会を通じて、

委員長 星遵一

前期においては十分な実績に至っておりませで
した。後期皆様のご協力をいただきながら進め
て行きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い

申し上げます。
事業計画進行状況
① クラブ会員の My Rotary の登録向上と活用
促進する。
A.現状維持で結果に至っておりません。
② SNS を活用して例会・事業・活動の内容を
共有し、奉仕活動を広く多くの人に注目して
もらい公共イメージ向上に貢献する。
A.都度の事業や集会の様子は皆さんの協力いた
だき写真(イメージ)として共有できていると思
います。(週報等への活用や個々の諸事報告)
A.外部への発信については HP・SNS ツール等の
活用を関係する委員会と協調しながら進めたい
と思います。
③ IT に関する講習の実施。
A. 関係する委員会と相談しならが後期に実施し
たいと思います。
【クラブ広報委員会】
委員長 野口美佐子
7 月～12 月までの活動実績として、昨年 11 月
の「あきいち」で、これまでの奉仕事業及び活
動記録のパネル制作の協力ができたこと。
週報は事務局の多大なる協力のお陰で滞りなく
発行でき
たが、会
員の意見
を取り入
れるまで
の事が出
来ていな
かった。
各メディ
アを利用した広報活動については目立った活動

「Lunch time １分間スピーチ」

は出来なかった。HP は数カ月に一度まとめて更
新しているのでリアルタイムを目指したい。
学友・平和フェローシップ委員会】
委員長 野口美佐子
「学友・平和フェローシップ委員会」は新設さ
れた委員会と認識していましたが、新設ではな
く「ロータリー財団委員会」に元々あった小委
員会が大委員会になったということを把握でき
た。しかし活動までには至らなかった。
【社会奉仕委員会】

チャリティーバザーをあきいちにて実施。廃
品回収の実施。市内の清掃活動については、あ
きいちなどのイベントに実施するのは如何か協
議事項としたいです。
【講評：大谷会長】ロータリー財団への寄付は、
３年後に地区補助金として使用でき、奉仕活動
に繋がりますので引き続き寄付をお願いします。
マイロータリーへの登録を 100%目指していた
だきたい。あきいちで奉仕活動を PR 出来たこ
とは、大変良かったと思います。今後、インタ
ーアクトクラブを設立して発展していければ、
各員会も活発な活動げ出来るのかなと思います。
会員意見として門馬会員より、目標を立てなけ
れば、まとまらないので、会長が意思表示をは
っきりしていただきたい。小澤会員より会員増
強に努めなければ、委員会活動もままならない。
出席率の向上をお願いしたい。酒井パストガバ
ナーより、インターアクト設立にむけての予定
をガバナーへ早めに連絡していただきたい。親
睦活動員会は、年間行事を決めて頂くことが大
事です。

青木謙二

会員

１月 26 日（土）後期地区委員会総会がありました。その資料の中で
インターアクトクラブとして地区大会に参加した高校生の感想を紹介し
ます。
今回、私は、インターアクトクラブの一員としてロータリー
地区大会に参加しました。最初、私は、ロータリークラブが何なのかよ
く知りませんでした。しかし、今回の地区大会に参加して次のことが分
かりました。ロータリークラブでは、日本の各地域や世界中で接続可能
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委員長 佐久間岩男

な良い変化を生むために世界中の人々が手を取り合えるように行動している組織だということが分かり
ました。また、現状としてロータリークラブとインターアクトクラブの存在があまり知られていないこ
とやロータリークラブの会員の高齢化、奉仕活動のマンネリ化が心配されています。この状況をより良
く変えていくために、インターアクトクラブの私達が自分から行動していかないといけないと思いまし
た。地域のゴミ拾いや祭りの手伝いなどが今の私達にできることだと思いました。少しずつではありま
すが、自分達の力で地域を支えていけるような存在になりたいです。 これを読んで感動しました。当
クラブもインターアクトクラブを立ち上げます。そこで、子供達に感動を与えられるような事が出来た
ら良いと思います。

「幹事報告」
●ガバナー事務所より「2530 地区下期予定表」が届いています。●「財団室 NEWS
いています。●原町中央 RC より「2 月のプログラム」が届いていいます。

2 月号」が届

￥１０,８５０．

計

青木謙二
大内光一
大谷和年
岡田義則
小澤積
野口美佐子
宮城住夫
渡部亜季
新年会参加者

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,238

￥9,000.

累計

￥168,000.

計 ￥16,000.

累計

￥163,000.

計

累計

￥330,106.

￥10,238.

マージャンで後満あがりました。
委員長さん後期も宜しくお願いします。

クラブ協議会おつかれ様です。

1 月 9 日新年会残金スマイルへ
（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１２名
会長：大谷

出席率４１％

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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