
                                                      日時：2018年１月 17日（水）12：30～        

                                                      場所：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 2-30-6 

        

  

  

 

 

 

 会長の時間  「地区ガバナーとは」                                            

 日本のロータリーは 第一ゾーン、第二ゾー

ン、第三ゾーン合計 34地区に分かれ、福島県は

第一ゾーンに入り、国際ロータリー第 2530地区

になります。「ガバナー」は（治める者、総裁、

支配者、知事）ロータリークラブでは、その地

区の一番偉い人であり県の代表になります。 

ガバナーになるためには研修が必要です。

2018-19 年度は米国カリフォルニア州サンディ

エゴで開かれる国際協議会に出席しなければな

りません。ガバナーエレクト研修セミナー

（GETS) を受けなければなりません。ガバナー

任期は、１年間になり 7 月 1 日就任、翌年 6 月

末日となります。ガバナーの役割として、 

地区内のクラブはガバナーの直接監督下におか

れ、地区内のクラ

ブに対する指導

と監督を行い 

クラブの啓発と

意欲を与えるこ

とです。 

 

              Program  

 

開会点鐘／「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／スマイルボックス報告／閉会点鐘    

会長 小澤 積 

幹事 高橋 秀夫     

 

 



 会員卓話～ロータリー財団セミナー報告～     佐久間 岩男 会員                               

平成 29 年 11 月 25 日（土）午後 1:00～福島県

農業総合センターで開催され、ほとんどのクラ

ブが参加し当クラブからは、会長、社会奉仕委

員長で参加してきました。ガバナー挨拶から始

まり、佐原パストガバナーと仙台クラブの笹氣

氏の話の後、資金推進、地区補助金・グローバ

ル補助金、ロータリー奨学生、財団資金管理に

ついて説明がありました。地区補助金をクラブ

で使うのには条件があり、地区補助金（ＭＯＵ）

を提出すること。3月 31日までに次年度のプロ

ジェクトの申請書を提出することになります。

プロジェクトが終了したら、報告書をガバナー

事務所に提出します。昨年、当クラブでは地区

補助金でスポーツ少年団石神ライガースにユニ

フォームを支援しました。地区補助金の奨学生

の目的は、旧国際親善奨学生の理念に沿って、

海外の大学あるいは大学院での就学に地区補助

金から金銭的な支援を提供し、有為の人材に勉

学の機会を提供することです。2017-18年度は 2

名の奨学生がい

ます。財団の資金

管理の説明は、当

クラブの青木会

員が説明しまし

た。 

   計￥12,100.  累計￥342,190.

計￥15,000.累計￥191,000. 計￥17,500.累計￥184,500. 

  ￥6,435. 累計￥57,261.  

 

 

 

2018-19 年度ロータリーのテーマが 

決定しました！！ 

 

テーマ 

「インスピレーションになろう」 

 

 

大谷和年 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございました 小澤 積 1,000 佐久間さんご苦労様 

岡田義則 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございます。 木幡恵一 1,000  

髙橋秀夫 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございます。 野地庄蔵 1,000  

野口美佐子 1,000 佐久さん卓話ありがとうございます。 佐久間岩男 1,000  

若林尚之 1,000 佐久間会員卓話ありがとうございます。 山田 実 1,000  

渡部亜季 1,000 今年もよろしくお願いします。 南相馬ＲＣ 1,100 クリスマス会残金 



今週のランチ 

 Lunch time  １分間スピーチ          野口 美佐子 会員 

改めまして、明けましておめでとうございます。我が家の新年の恒

例行事は映画観賞です。映画が大好きで、昨年は 23本映画館で鑑賞

ました。そこで映画のお得な情報を伝えたいと思います。 

通常大人チケットは 1,800 円ですが、私が行く仙台長町のモールの

映画館では 100 円で年会費無料永久会員になれ 1 回 1,200 円で鑑賞

でき 6 回鑑賞すると 1 回の無料券がもらえます。他、レディスディ

ーなど割引がありますが、このレディスディーは米国では男女差別問題になるので、日本ならでは

のシステムのようです。ちなみにアメリカでは 1 回約 700 円位で鑑賞でき、手頃な娯楽になってい

ます。私は特にＳＦ映画が好きで昨年鑑賞した映画では「猿の惑星：聖戦記」と

「ブレードランナー2048」です。人類の未来を考えさせられました。 

映画の歴代世界興業ランキング第 1 位が「アバター」3008 兆円、2 位「タイタニ

ック」、3位「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」となっております。 

機会があれば是非映画を楽しんでみて下さい。映画ってほんとうに良いですね。

では、サヨナラ～サヨナラ～ 

 

 

 

 幹事報告  

●1月のロータリレートは１１４円です。 
●第 8回の理事会の報告がありました。 
●南相馬市国際交流協会より情報誌「あい」が届いています。 

●原町青年怪魚所より広報誌「ＪＣプレス」が届いています。 

●ガバナー事務所より「日本人親善朝食会について」のお願いが来ています。 

●家族クリスマス会の会計報告がありました。 

●平井ガバナーエレクトより、次年度のロータリーのテーマが発表されました。 

    

   各委員会報告  

●幹事の髙橋会員より、１２月の会計報告がありました。 

●社会奉仕委員長佐久間会員より、１２月のごみ資源回収費の報告がありました。 

●IM副実行委員長大谷会員より、第 1回 IM実行委員会の報告がありました。 

 

 

 

 出席報告 ： 会員数３１名  出席数１３名  出席率４２％ 

 



２月度プログラム《 平和と紛争予防／紛争解決月間 》 

   計￥11,000.  累計￥330,090. 

                                                                       

 3 月 4 日（日） インターシティミーティング 

＊新会員セミナー １３：００～ ＊開会点鐘 14:30～ ＊懇親会 17:10～  

ホストクラブとして、会員の皆様の出席をお願いします。 

 

 

 

       南相馬ロータリークラブ Since.2007      

会長 : 小澤 積  / 幹事 ： 高橋 秀夫   

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 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp  

７日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

原町フローラ 【夜間例会】第２８回／通算４７６回 

＊誕生祝福 ＊後日ご連絡します。 

１７日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

原町フローラ 【通常例会】第２９回／通算４７７回 

＊ゲスト卓話 ロータリー財団委員会委員長 橋本芳家氏 

２４日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

原町フローラ 【通常例会】第３０回／通算４７８回 

＊ＩＭ打合せ 

２８日(水) 

１８：３０～２０：３０ 

シェルター 【夜間例会】第３１回／通算４７９回 

＊会費 5000 円 

川崎博祐 1,000 新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしく。 

酒井善盛 1,000 明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

小澤 積 1,000 おめでとうございます。 髙橋秀夫 1,000 今年もよろしくお願いいたします。 

野口美佐子 1,000 本年もよろしくお願いいたします。 宮城住夫 1,000 迎春 

野地庄蔵 1,000 あけましておめでとうございます。 山田 実 1,000 新年の良き日に 

長澤初男 1,000 新年を祝して!!今年もお世話になりま

す。 

樋口利行 1,000 新年おめでとうございます。今年も

よろしくお願い申し上げます。 

関 哲 1,000 新しい年を迎えお目出とうございます。会員

の皆様に幸多かれます事祝福いたします。 

   

      

     ゴルフ同好会から 

     ゴルフコンペのお知らせ 

●１月２５日(木） 午前８時 30分集合  鹿島カントリークラブ 

 

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

