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会長 

山田 実 

 

 

 

 

 

 

 

幹事 

青木 謙二 

例会プログラム 第 19 回  【通算第 419 回】 

 

開会点鐘／「君が代」斉唱／ロータリアンソング「我等の生業」  

「四つのテスト」唱和／会長の時間／感謝状授与／新会員バッチ交

付式／昼食／会員卓話／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      

会場：ウエディンクパーク フローラ原町 12：30～ 

  

週報 

Vol.410 

 

2016 年 

11 月 9日 

 

四つのテスト     言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか        ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか  ４．みんなのためになるかどうか 

 

会員数２５名  出席数１４名  出席率５６％   

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPKRYFYH9XWwkALsuDTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=17b3mri4v/EXP=1468066245/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96+%E3%83%AD%E3%82%B4


会長の時間 『広報委員会について』     

メディアの関心を引く活動に力を入れる 

地域の人びとが関心を抱くような活動やイベントを

計画し、地元メディア(報道機関)の関係者を招待しま

しょう。また、話題性のある例会プログラムをクラ

ブ管理運営委員会とともに企画し、メディアの関心

を引くような活動を奉仕プロジェクト委員会ととも

に計画しましょう。 

メディアの関心を引くような活動 

・地域のニーズに応えるボランティア活動や最近の

話題と関連したプロジェクト 

・クラブや会員が参加した国際奉仕プロジェクト 

・地元の若者や著名人が参加したプロジェクト 

・著名な講演者を招いた例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ロータリーのプログラム参加者(学友)による体験談 

・インターアクトとローターアクトの活動 

・視覚的にインパクトのある活動 

・独創的なプロジェクトやイベント

   合計￥２０,０００   累計￥１５７,０００  

 

荒明 健 1,000 青田さん、ご入会おめでとうございます。岡田さん、お孫さんおめでとう 

大谷和年 1,000 青田さん、入会心から歓迎致します 

岡田義則 10,000 孫の誕生と青田会員のお祝いに… 

小澤 積 1,000 青田君入会おめでとう 

木幡恵一 1,000 おめでとうございます 

酒井善盛 2,000 青田さんの入会を祝して！岡田秀太会員ご結婚おめでとう！ 

岡田義則会員、お孫さんの誕生おめでとう！ 

野口美佐子 1,000 青田会員宜しくお願い致します！岡田義則会員お孫さんおめでとー 

髙橋秀夫 1,000 青田会員入会おめでとうございます。 

宮城住夫 1,000  

門馬純子 2,000 青田真さんご入会おめでとうございます。 

山田 実 3,000 入会おめでとう！岡田くん初孫おめでとう 

若林尚之 1,000 青田新会員に 

夜間例会参加

者 15名 

4,000 10 月 26 日～岡田秀太会員の結婚祝いとして～ 青木・荒明・岡田義則・小澤・

川崎・木幡・佐久間・関・髙橋・中田・長澤・星・堀内・宮城・山田 

   合計 ￥８,０００  累計￥３６３,０００  

       合計￥１０,０００  累計￥１２７,０００

 

 



会員卓話 荒明 健 会員   ～地区大会報告～ 

１ 国際ロータリー第 2530 地区 2016－17 年度 地区大会の報告 

（１）会長・幹事会 ① 前年度決算報告ならびに監査報告・採決 

② 地区大会決議(案)提案・採決 ③ 地区復興補助金収支報告 

（２）地区指導者セミナー育成  

講演「ロータリー100 年を振り返り明日を目指す」 

   講師 2016 年 ＲＩ研修リーダー桜井 権司氏 

   所属東京武蔵野ＲＣ 第 2580 地区ＰＧ             

（３）国際ロータリー会長代理 田中作次氏 歓迎晩さん会 

   平成 28 年 9 月 24 日(土) 於 ホテル華の湯 出席者 300 名(当クラブから 10 名出席)  

田中作次氏 略歴 所属ＲＣ 八潮ＲＣ(第 2770 地区・埼玉南東) 

2012-13 国際ロータリー会長 ポルトガルのリスボンで世界大会を主催  晩餐会では、田中作次氏

と写真を撮りました。ロータリアンにとって、とても光栄なことです。 

（４）地区大会 

平成 28 年 9 月 25 日(日) 於いて 郡山 ユラックス熱海 当クラブから 15 名出席 

① 大会委員会報告 登録委員会委員長 資格審査委員会委員長 選挙委員会委員長 決議委員会委員

長 ② ＲＩ現況報告 ③ 地区現況報告 ④ 表彰・ポール・ハリス・フェロー 長澤 初男・マル

チプル・ポール・ハリス・フェロー 星 遵一 ＰＨＦ＋２ ・会員一人当たり寄付額上位 10 クラブ 8

位 南相馬ロータリークラブ 21,043 円 ・新米山功労者 長澤 初男 川崎 博祐 ⑤ 記念講演 

テーマ「危機管理の人生」 

講 師 安斉 隆氏(株式会社セブン銀行代表取締役会長)  ⑥ 謝辞 ガバナー ⑦ インターアクト

クラブ、ローターアクトクラブ、青少年交換留学生、米山奨学生紹介 青少年活動報告 ⑧ 参加クラ

ブ紹介 

⑨ ＲＩ会長代理所感 

紹介をプログラムの最後の方に組んだので、早めに帰る人がすくなかった。三春ガバナー事務所の

成功であったと思います。 

新会員 青田 真 会員   

～ご入会おめでとうございます～ 

新会員として、(株)アオタカーサービス 代表取締役の青田真会員 

が紹介され、バッジが交付されました。岡田義則会員推薦。 

青田会員は、ロータリーをとおして、会員の方々と親睦を深め、地域 

社会の接し方を学びたいと挨拶されました。 

 

生年月日 S49.6.10 

勤 務 先  ㈱アオタカーサービス  

住  所  〒975-0017 

       南相馬市原町区牛越字遠藤 108 

T E L 0244-23-6539 

ゴルフ同好会から 

ゴルフコンペのお知らせ 

●１１月２４日(木)８：３５分スタート 

        宮城野カントリークラブ 

●１０月１８日（火）８:３０分スタート 

  安達太良カントリークラブ 



国際ロータリー第 2530 地区 2015-16 年度酒井ガバナーより委員長を務めあげたとことに感謝状を

授与されました。 

南相馬ロータリークラブとして 会員一人当たり寄付額上位 10 クラブ 8 位として 山田会長が授与

されました。 

2015-16 年度 地区研修協議会実行委員長 宮城会員 

2015-16 年度 地区資金委員会委員長 大谷和年会員 

 

 

幹事報告 

●「第 10 回南相馬市発明工夫展」後援へのお礼が届いてます。 

●南相馬市国際交流協会より情報誌「I Eye」が届いております。 

●原町ＲＣより年次計画報告書が届いております。 

●「日野皓正コンサート」３月２６日予定ですすめることに決定しました。 

●理事の立候補者がいなかったので、指名委員会を 11 月 16 日(水)11 時から開催します。 

●11 月 24 日(木)原町ロータリークラブとの合同夜間例会です。 

●ガバナー月信に、野口会員の姪っ子さん 吉田ルルちゃんの感想文が掲載されています。 

●理事会で１２月のスケジュールが決定。各自確認願います。 

 

【昼食の時間】 ビーフステーキソテー定食    

 ステーキ― 生野菜サラダ オニオンスープ フルーツ 

 

 

        南相馬ロータリークラブ Since.2007 

会長 : 山田 実 / 副会長 ： 宮城 住夫 / 幹事 ： 荒明 健   

例会日 ： 毎水曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場 ： フローラ原町 南相馬市原町区高見町 2丁目 30―６  TEL ０２４４－２４－２８８８  

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 


