
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 39 回 通算 533 回  2019 年 4 月 24 日（水）18:30～20:30  

相馬 RC・原町 RC・原町中央 RC・南相馬 RC 合同例会 

「 観桜会 」 

4 月 24 日（水）ウェディングパーク原町フローラで、18 時 30 分から４クラブ合同例会「観桜

会」が開催されました。今年度は当クラブがホストとなり、約 50 名のロータリアンが参加しまし

た。アトラクションでは、林博太郎様のハーモニカ演奏、クラブ対抗・缶積み競争を行いました。

優勝は相馬 RC、準優勝に原町中央 RC、残念ながら当クラブは参加賞。（参加賞として桃ジュース

を頂きました。5 月 7 日の例会で配布しました。）林先生の素晴らしいハーモニカ演奏に心が豊か

になり、缶積み競争では大変盛り上がり楽しい夜のひとときを過ごしました。             
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第 40 回 通算 534 回  
2019 年 5 月 7 日（火）12:30～13:30  

会員卓話： 

「職業奉仕セミナー報告」  

職業奉仕委員長 野地庄蔵 会員 

 

 

「会長の時間」  
会長 大谷 和年

 

ガバナー月信 2019 年 3 月号から、地区幹

事が寄稿している RLI「ロータリー・リーダ

ーシップ研究会」についてお話をいたします。

RLI は平井ガバナー年度から活動を開始し

2020-21 年度の石黒ガバナーまで引き継がれ

ることが決定しています。当クラブからは青

田デスカッションリーダーが参加し、4 月 27

日に第 1 回が開催されたとのことで、来月 2

回目が予定されているとのことです。 

◆RLI の背景 

クリフ・ダクターマン元 RI 会長によればロ

ータリー創始後 100 年を経て、近年、社会構

造も変化し、何よりも人や社会に対する意識

が変わってきていること、特に事業や職業の

世界が激変していることを考慮すべきですと

述べられています。そして、青少年や婦人層

のロータリアン世代間の意識や感覚に大きな

ギャップが生じており、社会や文化に対する

相互の認識や価値観が違ってきて、ロータリ

ーのあらゆる面で、複雑で矛盾した現象を呈

していることを指摘しています。 

このような異なった価値観や社会認識を埋

めるためには、私たちはその要因である根本

的な問題点を分析し、充分に話し合い、各世

代のロータリアンやロータリー世界の理解を

進めない限り、今後のロータリーの発展は望

めないと思われます。昨今、ロータリーの知

識不足、話し合い不足、理解不足によりロー

タリーを去って行く人が多い。本当のロータ

リーを理解することが基本的な課題だといえ

ます。 

  

 

◆RLI の目的と意義 

RLI は草の根活動であり、ロータリアンの

知識を啓発し、1 人 1 人のロータリアンのモ

チベーションを高め、リーダーシップを涵養

するための全世界の地区の連合組織です。RLI

は、ロータリーの組織や活動に関して、正し

く、深い知識を持ち、高い指導力のあるロー

タリアンを支援するために活動しており、RI

が承認した多地区合同プログラムです。目的

は、ロータリアンの自主性と卓越した指導性

を涵養し、クラブの刷新性を育て、ロータリ

ーを活性化することです。 

◆RLI の歴史 

1992 年にアメリカ・ニュ―ジャージー州

7510 地区において、元 RI 理事デビット・リ

ンネット氏の発案で始められた研修組織です。

現在、全世界の 110 か国、約 300 近い地区で

活動し、日本では 34 地区中 D2530 地区を含

めて 22 地区（2018 年 10 月）が参加してい

ます。 

◆RLI 研修方法 

ロータリーをよく理解し、ロータリーに対

する意欲を高揚するため、講演や講義ではな

く、斬新な討論方法を活用して、参加者によ

る、草の根デスカッション方式で行われます。

また研修は決められたテーマについて、みん

なで意見を出し合って、討議します。参加者

は解答の結論を求めるのではなく、課題に対

する参加者の発言から、自分自身の解答や方

向性を見出す研修方法となっています。 

 

495th  Program  

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 

 

 



「職業奉仕セミナー報告」        職業奉仕委員長 野地庄蔵会員 

 

4 月 20 日（土）13:00 より郡山ユラックス熱

海で職業奉仕委員会セミナーが開催されまし

た。当クラブからは、私と岡田幹事が出席し

てきました。平井義郎ガバナー、酒井善盛地

区研修リーダー、田久昌次郎職業奉仕委員会

委員長がそれぞれ挨拶をしました。講演が 2

つありました。 

「規定審議会採択結果から見るロータリーの

変化」講師に国際ロータリー第 2500 地区パ

ストガバナー（釧路 RC）小船井修一様。

2016 年に、柔軟性・革新性はクラブの充実、

活性化につながるというのが前提でしたが、

2019 年には、現代化（合理化）とスピード

アップ。変革のスピードアップを妨げている

のが規定審議会ではないかということでした。

ロータリーの大事なことを議論した内容でし

た。 

 

「輝く瞳に会いに行こう！」講師に国際ロー

タリー第 3360 地区チェンライ RC パスト会

長 原田義之様。職業奉仕にふさわしい内容

だと感じましたので講和の内容を報告します。

講師の原田氏は、タイ北部・チェンライにあ

りますタイ国立ダムロン高校でボランティア

教師を 11 年間しています。その傍らアカ族

村の現地に入り、貧困なアカ族子供たち支援

のためミャンマー、ラオス、タイ国境近くの

ワーヴィ村にあるアカ族子供寮「夢の家」の

子供たちへの「就学支援」と「識字率向上」

奉仕を行っている方です。 

 

きっかけは、バンコクのホテルでテレビを見

ていたら、北タイ・チェンライの貧しい子供

たちが NPO から古本の贈呈を受けていた。受

け取る子供の瞳が輝いていました。そしてそ

の子供たちの瞳に、私は貧困とは無縁の輝き

を見たのです。私も何かしなくてはと思いチ

ェンライに行きました。 

貧困な中にあっても、瞳を輝かせタイ語を一

字一字学習するアカ族の子供たちとの絆は深

まるばかりでした。アカ族の子供たちが就学

することなく母国語・タイ語の識字機会を得

られなければ、重労働や麻薬の運び屋になる。

また識字の無い親父は、娘の好まない労働を

強いる。 

 

アカ族はタイ北部一帯に集落を形成し点在

をしています。アカ族は文字を持たないアカ

語で生活をしています。歴史的な居住環境か

ら自民族内での生活が主となっています。従

って無就学に近い成婦人も多く、識字率は５

６％です。しかしタイ国民である以上、タイ

語の習得なくして恵まれた生活や、将来への

希望にはほど遠いのです。すなわち子供たち

のタイ語の習得は必須なのです。 

 

しかしそのような点在集落実態から、子供た

ちは 20 キロ離れた小学校で学ばねばなりま

せん。すなわちタイ語を学ぶためには、学校

のある村や町で寄宿し、学校に通う必要があ

ります。それが出来ない子供たちがいます。

厳しい山岳での親の農業収入は、一万円未満

です。子供を寄宿舎に預け学校に通わせるこ

とは愚か、働き手として欲しいほどです。 

子や孫たちの生きる将来に平和な世界を望む

なら、子供たちに就学機会と識字機会を支援

することです。生活を、学費を支援してあげ

ることです。アカ族の親たちの農業収入では、

そのすべてが困難なのです。これを可能にす

るには、国際奉仕活動を必要としています。 

 

2014 年ノーベル平和賞を受賞されたマラ

ラ・ユスフザさんが唱えています。「一人の

子供、一人の教師、一冊の本、一本のペンで

も世界は変えられる。教育こそが、ただ一つ

の解決策です。」 

 講演を聴き、講師の原田氏のロータリアン

としての活動に感動しました。自分もやれる

範囲で協力していきたいと思いました。



「Lunch time  １分間スピーチ」                大谷 和年 会長 

 

年号が変わり 10 日間の長い休みは、私も皆さんも初めてではないでし

ょうか。まるでお正月が 2 回きたような感じがします。孫たちが遊び

にきて、子供の誕生祝いをしました。子供の日に初めてデコレーショ

ンケーキを買い家族で祝い賑やかに過ごしました。新元号の令和の元

となったのは、「時に、初春の令月にして、気よく風和ぐ」万葉集か

ら出展されたそうです。鹿島区にも万葉集に、「みちのくの 真野の

草原遠けども 面影にして見ゆと いふものを」という歌があります。 

「幹事報告」    

●観桜会の会計報告がありました。●ガバナー事務所より「分区の表示順序を固定する件」、「ロ

ータリーカード利用推進のお願い」、「会員の訃報の対応について」連絡がきています。●4 月 27

日 RLI 研修会に岡田幹事が出席してきました。 

 

計    ￥6,000.  累計 ￥234,000.  

計   ￥1,000.  累計 ￥235,000.

計  ￥18,074.  累計 ￥469,180. 

 

青木謙二 1,000 野地会員卓話ありがとうございます 

青田真 1,000 野地会員卓話ありがとうございます 

大谷和年 2,000 令和元年第 1 回例会出席を記念して。 

岡田義則 1,000 野地会員卓話ありがとうございます 

小澤積 1,000 野地さんご苦労様でした 

酒井善盛 1,000 野地会員の卓話に感謝して!! 

野口美佐子 1,000 野地さんセミナー報告ありがとうございました。 

野地庄蔵 1,000 本日、卓話がんばります。 

門馬純子 1,000 野地さん、卓話ありがとうございました。 

観桜会参加者 8,074 4 月 24 日「観桜会」残金をスマイルへ 
               （円） 

計   ￥7,000.   累計 ￥164,000. 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１０名  出席率３４ ％ 

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/

