国際ロータリー第 2530 地区
2018～19 年度

第 34 回

通算 528 回

495th Program

2019 年 3 月 20 日（水）12:30～13:30

「

PETS 報告

司会 SAA 青木謙二 会員
大谷和年 会長

」

岡田義則会長エレクト

「会長の時間」
会長 大谷 和年

皆さんもすでに一読されたかもしれませんが、
浪江ロータリーのことが「ロータリーの友 3 月
号」に載っておりましたので紹介します。 浪
江ロータリークラブは、昨年 11 月の地区大会
において「会員増強優秀クラブ」「会員数純増
上位 1 位」「新会員入会数上位 1 位」の 3 つの
表彰を受けました。
8 年前の事故当時 54 人いた全会員に避難命
令が出されクラブ存続の危機になりましたが、
避難後、手探りでそれぞれの安否確認と、福島
県内外への避難先を確認し、クラブの存続をし
ていったことは会員の団結力に素晴らしいもの
を感じました。地区においても金銭的な支援を
し、会員一人 5 万円の支援を 5 年ほど継続して
いたのを、私が地区の資金委員長をしていたの
で覚えています。また我クラブも災害直後地区
から支援を受け、会費無の時がありました。
浪江 RC が、震災後、初めて理事会・例会を
再開したのは 3 カ月近くたった 6 月 2 日という
ことです。翌月には会津若松市で例会を開催さ

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／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

れた。会員の中には、今は亡き福島第一原子力
発電所の吉田所長はじめ、原発関係者の会員が
多くいたとのことです。会員の多くは東京、長
野、新潟、山形などに避難されていたとのこと
で、例会開催するのも大変だったのではと察し
ます。4 年前でしょうか分区ガバナー補佐の訪
問の時は、富岡 RC との合同例会を開催してい
たようでした。無理をしないで開催したとあり
ますが、それでも 10 人しかと記載してありま
すが、私から感じるのは 10 人も参加したとの
思いです。自分の会社経営も大変な時によくぞ
の驚きです。
昨年の 10 月に 7 年 7 か月ぶりに浪江町の震
災前と同じ例会場で、例会を開催されたとのこ
とです。私たちの想像以上に感慨深いものがあ
ったと思います。会員も浪江町青年会議所の卒
業生を中心に声をかけ、退会した会員にも声を
かけ現在は 50 人になられたとのこと、素晴ら
しい限りだと思います。

相双分区のガバナー補佐は輪番制ですが、浪
江 RC と富岡 RC は外してきました。次年度は浪
江ロータリークラブでガバナー補佐を受けまし
た。また来年はクラブ創立 50 周年を迎えると
のこと素晴らしいことと思います。

「PETS 報告」

岡田義則

伝統はこんなにも絆を強くするものかと思わ
ずにはいられません。我南相馬ロータリークラ
ブもまだ若いクラブですが、会員間のコミュニ
ケーションを多く持つことによって絆が強くな
ると思います。例会、奉仕プロジェクト、親睦
会多くの会員の出席を期待します。

会長エレクト

3 月 16 日、17 日の２日間、飯坂の摺上亭 大鳥にて会長エレクト
研修セミナー（PETS）が開催されました。
■PETS の目的
①次年度 RI 会長の基本的な考え方や地区の方針
をクラブ会長がいかにクラブ運営に反映させて
いくかを勉強。
②ロータリーの目的、使命を学び、全ての分野
でリーダーシップを発揮すべく、職業奉仕など
効果的な奉仕プロジェクト、ロータリー財団な
どの知識の確認。
③会長エレクトは自らの役割や責務、目標設定、
クラブ役員の人選と準備、会員数の確保など、
クラブ基盤を作ることで向こう一年間、クラブ
運営の基本の部分を認識することに資する。
■次年度 RI 会長及びテーマ
①次年度 RI 会長はマーク・ダニエル・マローニ
ー（62 歳）米国アラバマ州 ジケーター・RC
所属
②次年度 RI のテーマ
【ロータリーは世界をつなぐ】
ロータリーの礎は、「つながり」です。若い弁
護士としてシカゴにやってきたポール・ハリス
がロータリーを創設した最大の理由、それは見
知らぬ街で他の人たちと「つながる」ことでし
た。私たちの周りでは、ポール・ハリスの時代
には想像もできなかったような友情とネットワ
ークを築くための方法が数多く存在します。そ
れでもロータリーにおける「繋がり」は独特で
他に類を見ません。
■強調事項
①ロータリーを成長させることです。
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②家族です。
③忙しく仕
事をしてい
るロータリアンもロータリーのリーダーとなれ
るようにするための道をひらくことです。
④長年にわたるロータリーと国連との歴史的な
関係に焦点をおいていきます。
《強調事項のまとめ》…・
ロータリーでの体験の中枢にあるのが「つなが
り」。それがあるから私たちはロータリーに入
会し、ロータリーにとどまるのです。ロータリ
ーを成長させる方法も「つながり」にあるので
す！
■2019-20 年度 RI 年次目標
優先事項１の目標：人々が手を取り合うのを促
す
①クラブや地区内のリーダーの積極的参加を促
すプロセスを強化する。
②既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進す
ることで、クラブ会員の増加を図る。
③新しいクラブを結成する。
④女性会員や 40 歳未満の会員の入会、またロ
ーターアクターのロータリークラブへの入会を
促し、会員増加を図る。
⑤インターアクト、ローターアクト、ロータリ
ークラブ会員間及び他のロータリー活動の参加
者間の積極的参加・協力を強化する。
優先事項 2 の目標：行動する

⑥ポリオ撲滅活動におおいてロータリーとロー
タリアンが果たしている役割を広く伝える。

4.あの時（2011 年 3 月）、これまで、そして未
来を考えよう

⑦地区財団活動資金（DDF）を十分に活用する
ことで、地区補助金、グローバル補助金、ポリ
オプラス、ロータリー平和センターの資金とし
て、地区社会及び海外でのプロジェクトを増や
す。

■2019-20 年度 地区運営方針
～地区活動目標の実現に向けて～
1.ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、
寛大な人々が手を取り合い、行動を起こすため
のつながりを築いていくために会員基盤の維持
と強化を図ろう。

⑧年次基金とポリオプラスへの寄付を増やしつ
つ、2025 年までに恒久基金を 20 億 2500 万ド
ルまで成長させる。

2.公共イメージを向上させよう。（あなたがロ
ータリー）

⑨ロータリーへの認識を高め、「世界を変える
行動人」キャンペーンを促進する。

3.会員研修の充実を図ろう。（RI 新戦略計画と
中核的価値観の理解と実践）

■2019-20 年度 ガバナー及び地区活動目標
①次年度ガバナーは芳賀 裕（67 歳）福島中央
RC 所属 職業分類：司法書士

4.青少年奉仕活動に参加しよう。

1.人びとが手を取り合うのを促そう
①会員基盤の維持と強化を図ろう。
②若い世代のリーダー（IAC,RAC,学友会）と活
動しよう。

6.ロータリー財団への理解を深め、地区財団活
動資金（DDF）を活用しよう。

2.行動しよう
①ロータリー財団への理解を深め、地区財団活
動資金（DDF）を活用しよう。
②米山記念奨学会への理解と協力。

8.ロータリー賞へ全クラブで挑戦しよう。

5.ポリオ撲滅へ取り組もう（END POLIO NOW）

7.米山奨学会への理解を深め協力しよう。

9. あの時（2011 年 3 月）、これまで、そして
未来を考えよう。「復興フォーラム（仮称）」
への支援と協力。

3.ロータリー賞へ全クラブで挑戦しよう

「Lunch time １分間スピーチ」

岡田秀太

会員

自転車が盗まれまして、交番に行き盗難届をだしました。その時に、防
犯登録の番号を教えてほしいと言われ、自転車屋店主の荒さんに電話して
確認しようとしていたら、「９時半頃、国道でその自転車をみたぞ」と言
われ、そんなところにあるのかと思いながらも、警察からは情報が入って
きませんでしたので、地元の消防団の仲間のラインを入れたら 10 時位に
鹿島のローソンにあると言うのです。仲間がいろいろな人に連絡してれ、今度は、トラックの運転手の
方々にも連絡してくれました。その方が無線でドライバー仲間に連絡してくれまして、12 時過ぎに相馬
の道の駅にあるとなり、自分はそこに向かいました。案の定、自転車があり、乗っていた人に「この自
転車どうなさったんですか？」と問いました。「僕、６号線で拾ったんだ」という答えがかえってきま
した。盗んだんだろうなと思いましたが、拾ったという事でしたのでしたので、まぁ一応、無事自転車
が返ってきました。皆さん、自転車にはカギをかけてください。
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「幹事報告」
●ハイライトよねやま Vol.228 が届いています。
●杉並 RC より、親睦ゴルフ大会のご案内が届いています。是非ご参加お願いします。

「各委員会報告」
●社会奉仕委員長

佐久間会員より

ゴミ資源回収日を第 1 例会と第 3 金曜日に回収する。

第 3 第金曜日は希望者のみ。ご協力お願いします。

計

￥11,000.

累計

￥215,000.

計

￥7,000.

累計

￥217,000.

計

￥10,000.

累計

￥395,106.

青木謙二
青田真
岡田義則
小澤積
酒井善盛

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

岡田エレクト PETS 御苦労様でした。
年度末いそがしいですが心おちつかせて
PETS 報告がんばります。
岡田さんご苦労様です
岡田幹事、PETS 出席ご苦労様でした。

野口美佐子

1,000

岡田会長エレクト PETS ご苦労様です。

野地庄蔵
三浦宏美
宮城住夫
門馬純子

1,000
1,000
1,000
1,000

PETS 報告おつかれ様です。
岡田さん、お疲れ様です
（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

出席率４１％

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
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