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2019-20年度 第 28回 <通算 568回>       国際ロータリー第 2530 地区 南相馬 RC 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

   

 

 

   

インターシティーミーティング 

  

2020 年 2 月 16 日（日）国際ロータリー第 2530 地区 相双分区インターシティーミーティングは、浪

江 RC がホストクラブを務め、音屋ホールで開催されました。原町、相馬、富岡、原町中央、浪江、

当クラブ 14 名含め 86 名の参加が参加しました。インターシティーミーティングの前に、13 時 30 分

から新会員セミナーが開催され、酒井善盛パストガバナーが講師を務めました。 14 時 30 分から開

会点鐘となりました。芳賀裕ガバナーが、インターシティーミーティングは、都市連合会の略称

で、近隣都市数クラブが集まって開催されるロータリーの会合です。会員相互の親睦とロータリー

の五大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラム等の検討を通して知識を広めるこ

とが目的としています。様々な情報交換ができますが結論を求めることはしませんので、自由な発

想も生まれ、ロータリーの柔軟な変革もうまれることが期待されております。今年度国際ロータリ

ーは、「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマに、会員がつながり、家族がつながり、クラブと地

域がつながり、国際的なコミュニティとつながるようにしよう、とよびかかけております。今日

は、相双分区の会員がしっかりつながり、日本のロータリー100 周年を迎える次年度へしっかりロー

タリーの理念のバトンをつないでいただく絶好鵜の機会となります。と挨拶をしました。各クラブ

の会長が近況報告しました。NPO 法人ハッピーロードネット理事長 西本由美子氏が「ボランティア

を通して見る子供たちの未来」と題し、記念講演がおこなわれました。懇親会では、アトラクショ

ンとして、声楽家テノール 宮西一弘 氏、ピアノ 根本七恵 氏による音楽を楽しみました。その

後、マジックショーもおこなわれ、会場は盛り上がり会員同士の親睦、交流を深めました。 
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＜＜今週のご寄付 2020 年 2 月 16 日＞＞ 
 

■スマイルボックス報告            出席報告: 会員数 29 名  出席数 14 名  出席率 48％  

氏名 Smile コメント 

青木謙二 1,000 IM 開催おめでとうございます。 

青田真 1,000 IM 開催おめでとうございます。 

荒明健 1,000 IM を祝して 

大谷和年 1,000 IM 盛会を祈念して 

岡田義則 1,000 IM 開催おめでとうございます。 

小澤積 1,000 IM おめでとうございます。 

鶴岡恵子 1,000 初めての IM 参加しっかり勉強します。 

野口美佐子 1,000 IM 素晴らしかったです！ご苦労様でした。 

野地庄蔵 1,000 IM おめでとうございます。折り紙完成しました。 

樋口利行 1,000 IM おめでとうございます。 

宮城住夫 1,000 IM 祝して！！ 

門馬純子 1,000 IM おめでとうございます。 

合計（￥） 12,000 （累計￥411,080） 

 

2019-20年度 第 29回 <通算 569回>       

プログラム▶開会点鐘/ロータリソング「奉仕の理想」/「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/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  【残さず食べよう３０１０（サンマルイチマル）運動】 

 

３０１０（サンマルイチマル）運動とは？ 

「３０１０（サンマルイチマル）運動」という言葉をご存知でしょうか。 この運動は、食品のロスを減

らすための運動です。「宴会の開始から３０分と、閉宴１０分前には席に座って食事を楽しみましょう」

というものです。 この取り組みは長野県松本市で２０１１年に始まり、全国に広がりつつあります。そ

れによると、国内の食品廃棄量は年間約１８００万トンで、消費量全体の２割に当たり、このうち売れ残

りや食べ残しなど、食べられる状態にもかかわらず廃棄される「食品ロス」は年間５００万〜８００万ト

ン発生しているそうです。 ちなみに国内の米の消費量は約８５０万トンですので、それに匹敵する量の

食品ロスが毎年発生していることになります。特に新年会などでは、食事もそっちのけで参加者同士が会

話を楽しんだり、席を移動して話をしたりすることで、食べ残しが大量に発生しがちです。 そこで、

「宴会の開始３０分と閉宴の１０分前には席に座って食事を楽しむ」ということで、食品のロスをできる

限り減らそうという発想が、この運動の根底にあります。 

「３０１０運動」に賛同、推奨する自治体は増えている 

この運動を提唱した松本市では、宿泊施設で１年間に出る食べ残しの量が約半減したというように、目に

見える効果が出ているようです。この運動に、各自治体でも賛同し、推奨するところが増えてきています。

われわれロータリアンも是非取り入れるべきだと思います。こういった運動があるということが認知され、

宴会の開始前にアナウンスがあれば、残さないように意識できますし、効果はあるように思います。 

法整備をしてどうこうしなくても、こういった自主的な運動が広がることで、問題が解決できるのであれ

ばそれに越したことはありませんし、実際に効果が出ているこの３０１０運動が良いモデルケースになっ

ていると思います。皆さんも、これをきっかけに食品ロスについて一人ひとりが考え、行動することによ

り、より一層食品ロスが減っていくのではないかと私は考えます。次年度の親睦委員長さんはじめ、各会

合で実行委委員になられた際には是非、提案をしていただき、実行できればと思っています。 
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会員卓話 「 社会奉仕委員会委員長として 」社会奉仕委員会 委員長 佐久間岩男 会員 

  

今までの活動を報告します。 

2016-17 年度 10 月 26 日（水）復興補助金を活用しさゆり幼稚園にハ

ンガースタンド 5 台を贈呈しました。プロジェクト金額 30 万円。猪苗

代湖水草回収作業へ 14 名ご参加いただきました。 

 

2017-18 年度 11 月 3 日（金）チャリティーバザーの実施。多くの

品々をご提供いただき益が 66,274 円となり大盛況でした。10 月 7 日

（土）猪苗代湖漂着水草回収は雨天のために中止となりました。スマイ

ルボックスは５月末時点で 530,062 円集まりましたが社会奉仕には活

用されていません。毎月第三日曜日の市内ゴミ拾いですが 7/16 日 9 名・8/27 日 6 名・9/24 日 5 名・1/21

日 5 名・2/25 日 3 名・3/18 日 5 名の清掃を実施いたしました。4 月末時点での資源ごみ回収ですが、皆さ

んのご協力で 100,150 円となり小さいことでもコツコツと積み立てれば大きな力になることが実証されま

した。地区補助金を活用し、石神ライガースにユニホームを贈呈しました。￥273,700 円 

 

2018-19 年度 11 月 3 日（金）チャリティーバザーの実施。多くの品々をご提供いただき益が 57,866 円

となり大盛況でした。10 月 13 日（土）猪苗代湖漂着水草回収は大勢の参加者が集まり多くの水草を回収

できました。スマイルボックスは 513,180 円集まりましたが社会奉仕には活用されていません。毎月第三

日曜日の市内ゴミ拾いですが実施されませんでした。資源ご

み回収ですが、皆さんのご協力で 93,945 円となりました。 

地区補助金を活用し、よつば保育園に幼児用プール 2 台を贈

呈しました。￥277,000 円。         

       

2019-20 年度 地区補助金を活用し、青葉幼稚園にパステルフ

ックスタンド 7 台を贈呈しました。プロジェクト金額

￥189,000 円。11 月 3 日（金）チャリティーバザーの実施。

62,640 円となり大盛況でした。又、インターアクトとの市内

ゴミ拾いをおこないました。 

 

2016-17 年度から社会奉仕委員長として、やってきていますがまだまだ、何をやっていいいのかわからな

いのが現状です。南相馬市の子供達が少なくなってきていますので、そこに目をむけて支援出来ていけた

らよいなと思います。  

少年野球石神ライガースの成長と今を佐久間会員が作成した動画を鑑賞しました。 

 

3 月のプログラム 
・３月 ３日（火）会員卓話「SNS 勉強会 報告」 野口美佐子会員 

・３月１０日（火）ゲスト卓話 志賀利彦ガバナーノミニー 

・３月１７日（火）会員卓話「PETS 報告」 青田会長エレクト 

・３月２４日（火）夜間例会  わいず １８：３０～  会費 4,000 円 

 

幹 事 報 告  １、第 10 回理事会の報告がありました。 2、ガバナー事務所より、新型コロナウィルス感染症

対策について連絡がきています。次回の例会で回覧します。 ３、相馬農業高等学校ＩＡＣに世界最多の折り紙アートの

折り紙 140 個を届けました。 

各委員会報告 １、会計荒明会員より、1 月の会計の報告がありました。 
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＜＜ご寄付 2020年 2 月 4日＞＞ 
■ロータリー財団 計 8,000./累計 ￥158,779.   ■米山奨学会 計 25,000./累計 ￥151,000. 

＜＜今週のご寄付 2020 年 2 月 25 日＞＞ 

■ロータリー財団 計 7,000./累計 ￥165,779.   ■米山奨学会 計 15,000./累計 ￥166＠,000. 

■スマイルボックス報告            出席報告: 会員数 29 名  出席数 14 名  出席率 48％  

氏名 Smile コメント 

青木謙二 1,000 佐久間会員卓話ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございます。 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000 佐久間委員長卓話ありがとうございました。 

岡田義則 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございます。 

小澤積 1,000 佐久間さん 卓話ありがとうございます。 

鶴岡恵子 1,000 佐久間さん 卓話楽しみにしています。 

野地庄蔵 1,000 佐久間委員長ありがとうございます。 

宮城住夫 1,000  

門馬純子 1,000 佐久間さん、卓話ありがとうございました。 

合計（￥） 12,000 （累計￥411,080） 

 

相馬農業高等学校 IAC 第 5回例会 
 

2 月 27 日（木）13 時 30 分より、IAC 第 5 回例会が開催されました。当クラブより、青田幹事、荒明会員、

大谷会員、長澤会員、野地会員の 6 名が参加し、馬 IA 委員長が卒業生に、卒業証書、記念品を贈呈しまし

た。IAC 卒業生 6 名が挨拶をしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
門馬 IA 委員長が「世界最多の折り

紙メダルアート 140 個」を会長に

渡しました。皆さんご協力ありが

とうございました。 

 

 

 

 

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 ：南相馬市原町区旭町 3 丁目 11   TEL 0244-26-7633  FAX 0244-26-7634 

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

