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2019-20年度 第 8回 <通算 54８回>       国際ロータリー第 2530 地区 南相馬 RC 
     ＜ガバナー公式訪問＞ 9:30～10:30 会長・幹事との懇談/10:40～12:10 クラブ協議会/12:30～13:30 

例会プログラム▶開会点鐘/国家斉唱「君が代」/ロータリソング「奉仕の理想」/「四つのテスト」唱和/

会長の時間/お客様並びに来訪ロータリアン紹介 ＊第 2530地区ガバナー 芳賀裕 様 ＊第 2530 地区

代表副幹事 箭内一典 様 ＊相双分区ガバナー補佐 伊藤公明 様 ＊相双分区幹事 泉田征慶 様 

＊原町ロータリークラブ 風間洋 様/誕生祝福/幹事報告/各委員会報告/ 出席報告/スマイルボックス

報告/閉会点鐘  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

会長の時間  岡田 義則  

【ガバナー公式訪問の意義】 

 

本日はガバナー公式訪問となっております。初めて参加された方はいかがでしょうか。 

各委員長さんは先程、クラブ協議会を終えほっとした表情を浮かべておりますね。 

 

ここで改めてガバナー公式訪問の意義を考えてみたいと思います。 

決議２３—３４にありますように、クラブには自主性があります。ですが、何でもやりたい放題というのではなく、ロ

ータリーの方針の枠内の自主性です。各自が無意識に行動していてもおのずと良きロータリアンであり、全体として

調和がとれている、多様性の中の調和です。 

ロータリークラブは、国際ロータリーに加盟しているのですから、クラブの定款細則だけではなく、国際ロータリー

の定款細則を受諾しています。そのために、ガバナーがクラブを訪問します。クラブの現況を国際ロータリー役員と

してガバナーが自分の目で見るという事だそうです。これは査察ではなく、どちらかというと国際ロータリーや地区

の方針の再確認だと思います。単に慣例行事と受け止めず、クラブの現状が国際ロータリーや地区の方針にかなって

いるかどうか振り返り、同時にガバナーの助言を真摯に受け止めたいと思います。 

 

 

【会長の小言】 

旬は 9 月の梨ですが、成分は 90％近くが水分です。ビタミンも入っておりますが、いずれもごく少量です。 

そのかわり、消化酵素を含み、タンパク質の分解を促進する働きがあります。 

そんな水分だらけの梨にも薬効があると言われています。代表的なのは「解熱作用」です。咳やたんがからむといっ

た場合はジューサーにかけ氷砂糖やはちみつを加えて弱火で煮込みこの煮汁を 1 日数回飲めば楽になります。また、

お酒を飲む機会が多い我々には肝臓を保護し食物の消化を助けてくれます。2 日酔いでののどの渇きにも効果がある

と言われています。アスパラギン酸が含まれるため疲労回復にも効果的です。 

 

 

＜クラブ協議会＞ 

年次事業計画発表者 

 
SAA 正 川崎博祐 /戦略計画委員会委員長 大谷和年 /親睦活動委員会委員長 青木謙二 /プログラム委員会委員長 

小澤積 /スマイルボックス委員会 委員長 野口美佐子 /出席委員会委員長 三浦宏美 /会員増強・拡大委員会委員長 

小澤積 /職業奉仕委員会委員長 野地庄蔵 /社会奉仕委員会委員長 佐久間岩男 /国際奉仕委員会委員長代理 青田真 

幹事/青少年奉仕委員会委員長 門馬純子 /インターアクト委員会委員長 門馬純子 /ロータリー財団委員会委員長 青

木謙二 /米山記念奨学会委員会委員長 荒明健 /公共イメージ・広報委員会委員長 野口美佐子 / IT 委員会委員長 星

遵一 /研修リーダー大谷和年  
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＜講評 芳賀裕ガバナー＞ 

 

・SAA 計画とおり、気品と秩序を守り、いろんな工夫をして例会                         

を運営していだだきたい。 

 

・戦略計画は クラブのビジョンを立てて実現するための委員会で

す。将来の南相馬 RC の姿を全会員で考え、その考えを集約して

ください。 

 

・親睦活動委員会 ロータリーは、奉仕と親睦であると言われています。RI 会長は、ロータリーの活動に家族を参加さ

せて下さいと言っています。まず家族がロータリーを理解することが大切であると思います。親睦を深められるよう家

族を参加させてください。 

 

・プログラム委員会 事業計画にもありますが会員がスピーチをすることは、とてもすばらしいことですのでぜひ実践し

てください。 

 

・スマイルボックス委員会 目標 60 万、奉仕活動に使われるので皆さんの寄付をお願いしたいと思います。寄付は、第

二の奉仕です。そのことを表彰することも又、大切です。感謝することでまたかえってくると思います。 

 

・出席委員会 委員長だけではなく、皆さんで考えて魅力的な例会を運営していただき、出席があがるよう努めで下さい。

他のクラブをみることは、とても大切ですので先輩が後輩を連れてメークアップしてください。 

 

・会員増強・拡大委員会 会員の基盤を充実強化させましょう。一人一人が増強委員となり 40 名目標に頑張ってくださ

い。 

 

・職業奉仕委員会 職業を通して奉仕することがロータリーの目的です。４つのテストは、日々の活動の中での判断基準

になります。会員スピーチで、職場を知ることは楽しい例会に繋がると思います。スピーチだけではなく、職場訪問の

機会をつくって、いろんな職場にふれてください・ 

 

・社会奉仕委員会 チャリティーバザー、廃品回収等、さまざまなことをされていると思いました。地域で必要とされて

いることをロータリーで取り組んでください。IAC という大切な財産ができました。IAと共に活動して次世代を担う若

者たちを育ててください。 

 

・国際奉仕委員会 市内近隣の外国人、ロータリー交換留学生、米山奨学生に例会に参加していただき、交流を深めてく

ださい。 

 

・青少年奉仕委員会 事業計画に大切なことを書いてくれました。3 月 7 日・8 日にライラが開催されます。ぜひ、参加

していただき、参加者の報告をきいてください。 

 

・インターアクト委員会 IAC を大切に育てていってください。子供達にロータリーの話をしてください。リーダシップ

の勉強をしていただき、世界親善につとめて欲しいです。 

 

・ロータリー財団 ポリオ撲滅から根絶にかわりました。皆さんの寄付のご協力をお願いします。あきのチャリティーバ

ザーで IAC とポリオ根絶運動を企画していると聞きました。ぜひ、実現してください。 

 

・米山記念奨学会委員会 まさに事業計画のとおりです。クラブで米山記念館を訪問していただければと思います。米山

奨学生と IAC との交流はとても素晴らしいことなので実現してください。 

 

・公共イメージ・広報委員会 南相馬市民の目にふれるように活動し、ロータリーを身近に感じるようにしてください。

週報はとても大切でクラブの財産になります。記録を保存してください。ロータリーの友の活用もお願いします。 

 

・IT 委員会 マイロータリー登録 100%を目指して達成してください。ラインライブ、とても素晴らしいことです。地区

の IT 委員会で発表していだだきたいと思います。 

 

・研修リーダー 新会員のカウンセラーとして一年間活動してください。 
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ガバナーの時間  国際ロータリ―第 2530 地区 ガバナー 芳賀 裕 氏 

 

RI 会長の活動指針となる強調事項が 4 つあります。 

１つめは、ロータリーを成長させることです。会員基盤を成長させることです。   

2 つめは、クラブよりも家庭に近いところにあります。それは、「家族」です。  

ロータリーの活動と家族との時間が競合せず、互いに補完し合うような文化を

つくっていく必要があります。 

3 つめは、忙しく仕事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つめは、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置いてい

ます。 

 

2020 年はロータリーの 115 周年にあたり、国連はその歴史的な設立から 75 周年を迎えます。ロータリーのビジョン声

明はつぎのように謳っています。「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、接続可能なよ

い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています」ロータリーを通じて、私たちは繋がります。 

  

今年度の地区大会のテーマは、「つなごう、奉仕の心を！」です。3 月の PETS から私は、各会長さんにロータリーの話

をしていただくようお願いしてきました。今日も岡田会長は、ロータリーの話をしていただきました。皆さんもロータリ

ーの話をしてください。話をすることでロータリーの自覚を持つことが大事だとおもいます。 

 

ロータリークラブは、1905 年 2 月 23 日（木）シカゴで 4 名から始まりました。世界に広がり約 122 万にもロータリアン

がいます。ロータリーが長く続いているのは、変えてはいけないものを守り続け、時代に応じてさまざまな変化をしてき

たからだと思います。かえてはいけないものとは、普遍的な事項、奉仕の理念です。親睦・高潔性・多様性・奉仕・リー

ダーシップが中核的価値観です。地区活動目標として、1つめは、人びとが手を取り合うのを促そう。２つめは、行動し

よう。３つめは、ロータリー賞へ全クラブで挑戦しよう。４つめは、あの時、これまで、そして未来を考えようです。 

ロータリーは、世界を変える行動人です。皆さん、一緒に、ロータリーを楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告  １、相馬 RC、富岡 RC より「年次報告・年次計画書」が届いています。 

２、米山梅吉館報 Vol.34 が届いています。 ３、ガバナーエレクト事務所開設披露式のご案内が届いています。 

４、8 月 5 日マロ―二―ご夫妻晩餐会の挨拶文が届いています。 

  

各委員会報告  

 １、門馬会員より、8 月 24日に開催された「青少年奉仕委員会セミナー」、8 月 31 日に開催された「社会・国際

奉仕委員会」「学友・平和フェローシップ委員会」「青少年交換委員会」「米山奨学会委員会」合同セミナー

の報告がありました  

２、星会員より、8 月 31 日に開催された「公共イメージ・IT 委員会セミナー」の報告がありました。 



                                                                                    ガバナーから 

                                       メッセージカードとプレゼントが 

                                                           贈られました。 

                                                                             

                                                                                          左：大谷 会員 

                                                                                           右：岡田 会長 
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＜＜今週のご寄付 2019 年 9 月 3 日＞＞ 

 

■ロータリー財団 計 25,000./累計 ￥63,000.      ■米山奨学会 計 8,000./累計 ￥51,000.  

 

■スマイルボックス報告           出席報告: 会員数 29 名  出席数 17 名  出席率 59％  

氏名 Smile コメント 

青木謙二 1,000 ガバナー公式訪問ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 芳賀ガバナー、箭内副幹事、伊藤ガバナー補佐、泉田分区幹事ご来訪ありがとうござ

います。 

大谷和年 1,000 芳賀ガバナー心から歓迎します。 

岡田義則 1,000 ガバナー公式訪問例会多数の参加ありがとうございます。 

小澤積 1,000 ガバナーご苦労様です。 

川崎博祐 1,000 ガバナーごくろうさまです。 

佐久間岩男 1,000  

鶴岡恵子 1,000 同級生の結婚を祝って 

野口美佐子 1,000 芳賀ガバナー、伊藤ガバナー補佐ご来訪ありがとうございました。 

星遵一 1,000 ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

三浦宏美 1,000 地区ガバナー芳賀裕様、ガバナー補佐伊藤様、分区幹事泉田様ご来訪ありがとうござ

います。 

宮城住夫 5,000  

門馬純子 1,000 芳賀ガバナー訪問ありがとうございます。 

芳賀裕ガバナー 10,000  

伊藤ガバナー補

佐、泉田分区幹事 

3,000 一年間お世話になります。よろしくお願いします。 

風間洋 2,000 芳賀ガバナー公式訪問に感謝し南相馬ＲＣのますますの発展を願って 

合計（￥） 32,000 （累計￥150,000） 
 

 

                        

9月の誕生会 

 

大谷和年 会員（9.24） 

岡田義則 会長（9.10） 

森  昭文 会員（9.15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬ロータリークラブ  2019-20 年度 会長：岡田 義則 / 幹事：青田 真    

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          Since.2007 

http://www.minamisoma-rc.org/
mailto:minamisomarc@white.plala.or.jp

