
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 46 回 通算 540 回 最終例会  
2019 年 6 月 25 日（火）12:30～13:30   

「クラブ協議会 2018-19 年度活動報 後半」  

 

 

「会長の時間」  

会長 大谷 和年

 

 

会長の時間も今日で最後となりました。 

内心ほっとしていますが、今後は一会員とし

てのロータリー活動が待っていると思ってい

ます。 

私は 2 回目の会長を仰せつかりましたが、

1 回目とは違い、ロータリーの知識、活動へ

の前向きな姿勢が格段に上がっておりますし、

前回と違い、かなり各会員にご協力いただい

たことが多くあります。自慢にはなりません

が、今年度のガバナーの方針で、地区委員会

には、クラブ委員会のメンバーから出してく

ださいとのことから、地区の各種委員会に今

年度は 1 度も出ませんでした。各委員長さん

にお任せしました。（前回は全部出ていたよ

うな気がします）委員会も委員長さんの活躍

が見られました。廃品回収・インターアクト

クラブ設立・ホームページ更新・バザー・生

年月日登録・外部卓話折衝・ポリオ募金等多

くの活躍が見られました。大いに感謝してお

ります。 

またクラブが一段と成長したなと感じられ

た 1 年でした。相双分区の会長幹事会に出席

しても、誇れるクラブになりつつあるなと思

いますし、他のクラブもそのような思いで、

当クラブを見ています。次年度はロータリー

賞に挑戦するとの計画のようです。更にロー

タリークラブとは？を考え成長していきまし

ょう。岡田会長に期待して最後の会長の時間

とします。ありがとうございました。 

 

「クラブ協議会」 

【選考委員会】     委員長 宮城住夫 

新入会員は残念ながら 1 名ですが退会者がな

く良かったと思います。例会出席 2 回は義務

です。例会参加、が少なく 50％を割る例会が

あり残念です。参加を呼びかけ楽しい例会に

会話を楽しみ、自分の明日の活力にしてくだ

さい、良い事があると思います。 

【ＳＡＡ】           青木謙二             

会員皆さんの協力で円滑に例会が開催された

ことにお礼申し上げます。卓話者に対しての

礼儀も秩序も守られクラブの品位も保たれた

と思います。 

【青少年交換委員会】  委員長 門馬純子                

本年度の事業計画は、将来、当クラブにおい

て「ロータリー青少年交換」プロジェクト設
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立の際に大きく関与すると思われる、大谷会

長年度当初から、1 年間取り組んでいる、福

島県立相馬農業高等学校のインターアクトク

ラブ設立の立ち上げに、積極的に参加・協力

し、それら活動を通じて、「ロータリー青少

年交換」の意義と理解を深めていくことであ

る。 大谷会長を始めとする当クラブ会員の

努力の結果、2019 年 4 月 15 日に、福島県立

相馬農業高等学校にインターアクトクラブが

設立され、2019 年 6 月 11 日に「福島県立相

馬農業高等学校インターアクトクラブ結成認

定状伝達式」の式典が、例会会場であるウェ

ディングパーク原町フローラで行われた 

【ロータリー財団委員会】委員長 門馬純子                   

１ 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たが、2019 年 6 月 4

日までの総額は、301,293 円（目標額：

470,000 円以上）であった。２ 「ポリオプ

ラス基金」（恒久基金使途指定寄付）につい

ては、南相馬市（原町区）の 2 か所のクリニ

ック（ひぐちクリニック、こいずみクリニッ

ク）に、「ポリオプラス基金ボックス」の設

置（２０１９年１月～約３ケ月間）をお願い

して募金活動を行った。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」募金活動の一環

として、市民に寄付金の協力をお願いした。

募金額は、次の通りである。①ひぐちクリニ

ック：4,886 円 ②こいずみクリニック：

6,115 円 ③あきいち（原町区）：4,292 円 

１年間、皆様のご協力に感謝申し上げます。 

【米山奨学会委員会】   委員長 荒明健             

① 例会にて米山記念奨学会の理解と推進 

② 一会員当たり年間寄付額 15,000 円（普

通寄付 5,000 円、特別寄付 10,000 円 の目

標達成。）③ 米山奨学生を向かい入れた過

去の経験を踏まえ、世話クラブのエントリー

を目指します。 

①② 例会にて、寄付金のお願いをしたが、

数名の方からの普通寄付が未達成であった。 

③ 本年度は、奨学生の受け入れは難しく、

世話クラブのエントリーはできなかった。 

【プログラム委員会】   委員長 小澤積 

計画目標について（目標：出席率 70％どころ

か 50％に満たない例会が多々あった） 

魅力ある例会となるよう様々な方々に卓話を

依頼して会員の方々が出席を促すプログラム

計画を立てました。しかしながら、結果とし

て大幅な出席率を高めることはできず反省す

べき課題を残しました。申し訳ございません

でした。引き続き次年度もプログラム委員長

を拝命いたしておりますので、課題解決に務

めたいと思います。１年間ありがとうござい

ました。 

【IT 委員会】       委員長 星遵一               

① クラブ会員の My Rotary の登録向上と活

用促進する。 A.２９人中１４人の登録から

２４人へと向上しました。 次年度 My 

Rotary の登録義務化について審議し、登録作

業をクラブに一任する細則変更をしてはと思

います。本人に代わって運用するということ

ではなく、運用してもらうための必要な登録

作業と思いました  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. LINE 等を活用してクラ

ブ内での諸事連絡や意思疎通に役立っている

と思います。 A. Facebook 等で外部へ都度事

業の発信が出来ていて貢献していると思いま

す。 ③ IT に関する講習の実施。 

A. IT 委員会委員長の鈴木氏から卓話をいただ

き My Rotary の登録向上に繋がったと 

思います。１年間会員皆様のご理解とご協力

ありがとうございました。 

【公共イメージ委員会】 委員長 岡田義則 

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ロータリー活動を

地域の方々へ理解や評価を高めたと思います。 

申し送り事項としましては、広報委員会とも

密に連携をとり会員増強やクラブ活性化にも

つながるようお願いいたします。 

【親睦委員会】     委員長 若林尚之                    

クリスマス会、新年会は実施できた。ボーリ

ンク大会は実施できたが、回数は少なかった。

反省としてボーリング大会の回数は少なかっ

た。新たな企画を計画し多くの会員に参加し

て頂く事が出来なかった。今回からブロック

会議というかたちで、ブロックの各委員長と

立案、計画する中で意識が髙まったとおもい

ました。一年間ありがとうございました。 

【講評：大谷和年会長】 

選考委員会は、次年度は会員増強・拡大委員

会に統合されます。新会員 1 名です。SAA は、

円滑に例会が進められたと思います。青少年
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交換委会は、報告のとおり将来 IAC につなげ

られればと思います。ロータリー財団委員会

は、寄付によって３年後に地区補助金として

50％使用できます。引続き皆様のご協力をお

願います。ポリオ基金の実施をできたことは、

とても良かったです。米山奨学会委員会は、

将来、奨学生を向い入れ IAC につなげていけ

ればと思います。寄付のご協力ありがとうご

ざいました。プログラム委員会は、外部卓話

をセッションしていただき、卓話を聴くこと

で知識を広められたと思います。IT 委員会は、

代理登録をしていただき、クラブのマイロー

タリー登録率が 60％を超えました。ありがと

うございます。公共イメージ委員会は、ホー

ムページが非常に効果的なので、引き続きお

願いします。親睦委員会は、後半なかなか活

動できなかったので次年度は、計画をたてて

下さい。 

 

「会長退任挨拶」                   大谷和年 会長 

1 年間会員の皆様のご協力を頂き有難うござ

いました。昨年の 3 月急遽会長エレクトを引

き受け昨年 7 月から会長としてクラブの運営

に努力してきました。 各委員長さんは、す

でに決定していたので、途中から私の考えで

組織変更をしました。考えが十分浸透しなか

ったかもしれませんが、それでも改革の必要

性は話、「ロータリー活動で輝きを」を目指

して多くの会員のご協力により活動しました。

1 年間を通して良かった点では、相馬農高に

インターアクトクラブを立ち上げることが出

来ました。会員の維持は会員純増 1 名でした

が、退会者は０です。公共イメージ向上には、

新年会への来賓招待、バザー、ポリオ撲滅 PR、

ロータリー財団補助金使用の保育園への支援、

イベントの報道機関への情報提供。心残りの

面は、自主的な委員会のグループによる運営

面での連携不足、グループでの運営は現在難

しいと感じました。委員会の整理により、活

動している委員会への統合が現状にあってい

るかもしれません。親睦事業も後半できませ

んでした。まだありますが、主な反省点は以

上です。次年度に期待します。 最後に皆さ

んにお伝えしたい。ロータリアンであれば、

声がかかれば一度は会長を引き受けて欲しい。

会社の問題とか困難なことがあるかもしれま

せんが、会長を経験することによって、ロー

タリアンの繋がりが各段に広くなります。そ

して、ロータリーのことをよく知ることが出

来ます。ロータリーに入っているのだから、

ロータリーのことをよく知ってほしいと思い

ます。私もいままで同業者と地域の人しか知

らなかったのですが、より広い世間を経験す

ることが出来たのです。会員の皆さんも是非

経験して欲しいと思います。それから私の思

いに、このクラブから女性会長を出したいと

いう思いがありました。次次年度に相馬ロー

タリークラブから女性会長が出ますし、原町

中央からも女性会長の話があります。後れを

取りましたが、将来実現することを祈念しま

す。次年度岡田会長のリーダーシップにより、

さらなるクラブの発展に向け、会員の活躍を

期待して退任の挨拶とします。 

 

「幹事退任挨拶」                   岡田義則 幹事 

この幹事退任挨拶の場に２回も立つことがで

き、とても光栄に思っております。南相馬ロ

ータリークラブの皆様には、色々な場面でご

指導を頂き私のような未熟者が幹事という職

を全うできましたのも、会員皆様のご協力が

あってこそだと実感しております。本当に有

難うございました。 思い起こせばインター

アクトクラブ設立と小高ストアの設立準備が

重なり本業も現役であることから忙しい日々

の連続でした。しかし幹事を受けてとても自

分に自信がついたように感じます。特に人前

で話す機会や幹事職という立場で物事を冷静

に考える力など大きく成長したと思っており

ます。また、年度当初に申しました「縁の下

の力持ちの精神で支えます。」実行できたよ

うな気がします。これもひとえに会長はじめ

会員の皆様方のご協力の賜と厚く御礼申し上

げます。本当に１年間有難うございました。 



「Lunch time  １分間スピーチ」                 星 遵一 会員 

今、仕事の中で優先してやっていることは、コーヒーの資格を取得し

ていることです。コーヒー事業は、資格がなくてもできますが、自分

の強みを意識しなくてはいけないと思いとりくんでいます。世界で通

用する資格として Q レーダーの資格をとりました。アラビカグレーダ

ーは、世界で 4000 人位、日本で 200 人位、東北ですと私を含めて 5、

6 人です。ロブスタグレーダーは世界で 2000 人位、日本で 200 人位、

東北ですと私だけです。プロセッシングは、日本で 13 人位、東北です

と私だけです。この 3 つの資格を持っているのは、日本では私でだけ

です。この資格を活かし頑張っていこうと思っています。 

「幹事報告」    

●ガバナー事務所より「ロータリー財団へのご協力の御礼」が届いています。 

●年次計画の提出をお願いします。 

計     ￥4,000.  累計 ￥264,000.  

計   ￥12,000.  累計 ￥260,000.

計  ￥20,000.   累計 ￥513,180. 

 
青木謙二 1,000 大谷会長、岡田幹事 一年間ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 大谷会長、岡田幹事 おつかれ様でした。 

大谷和年 10,000 1 年間ご協力ありがとうございました。 

岡田義則 1,000 大谷会長 1 年間お世話になりました。 

小澤積 1,000  

川崎博祐 1,000 大谷さんご苦労様でした。岡田さんよろしくお願いします。 

酒井善盛 1,000 大谷会長、岡田幹事 1 年間ご苦労様でした。 

野口美佐子 1,000 大谷会長一年間ご苦労様でした。 

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

門馬純子 1,000 大谷会長、1 年間大変お疲れ様でした。 

宮城住夫 1,000 大谷年度 ご苦労様でした 
               （円） 

計   ￥10,000.   累計 ￥223,000. 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１１名  出席率３８％ 

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 ： 毎火曜日 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/

