
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第２２回・第２３回 通算 516 回・517 回 

2018 年 12月 12 日（水）12:20～13:30  

 

「 ２０１８-１９年度 年次総会 」 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

国際協議会とは 

前回話しました、12 月 1 日福島市で行われ

たガバナーエレクトの国際協議会壮行会に出

席してきました。各クラブ会長及び地区役員

の方々、ホストクラブの方等大勢のロータリ

アンが参加し、盛大に開催されました。 

地区ガバナーエレクト及び配偶者は義務出

席です。なぜ義務出席か。それはガバナーは

地区の代表ではなく、国際ロータリーから派

遣される役員だからです。従って必ず出席し、

役員になるための研修を受けなければならな

いからです。 

ガバナーとしての準備を整えるには、研修

への参加に加え、意欲を高め、新たな視点で

考え、同期ガバナーとなる世界中のロータリ

アンと意見交換することが大切です。このた

め貴重な機会となるのが、国際協議会です。 

 

今回は、2019 年 1 月 13 日～19 日まで、

米国カリフォルニア州サンディエゴで行われ

ます。地区ガバナーエレクトは、国際協議会

の本会議と食事への出席のため、子供やその

ほかの家族を登録することが出来ます。 

今年の国際協議会には、一部の国際ロータ

リーから選考されたローターアクターが参加

します。これらのローターアクターは、ガバ

ナーエレクトとのセッションに参加し、ロー

タリー会員との協力における新しい方法や仲

間のローターアクターを導く戦略について話

し合います。 

経費は国際ロータリーからガバナーエレク

トに支払われます。地区からは餞別が壮行会

の席上贈呈されました。（マイロータリーか

ら抜粋） 

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 会員            

大谷和年 会長 

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／幹事報告／各委

員会報告／出席報告／スマイ

ルＢＯＸ報告／閉会点鐘 

2018-2019 年度 年次総会 

 



「年次総会」 

次年度理事と役員の発表があり承認されました。 

2018 年度前期評価反省 大谷和年会長 

12 月で今年度の半分を迎えますが、年度初め

に計画した目標の評価反省を来月各委員長さん

には発表していただきますが、私のほうからも

一足早く今年度の 5 つの重点項目ごとに進捗状

況について報告したいと思います。  

まずクラブテーマ「ロータリー活動で輝きを」

で活動に誇りを持てるようにとの思いは、半年

ということもありまだ道半ばです。１、 会員基

盤の維持強化○現会員の維持及び新会員女性含

む５名の純増（純増は 1 名です）。会員増強委

員会の施策が中途で止まっておりますので、後

半月 1 回のペースか例会の都度会員増強につい

て対策及び意見交換をしていきたいと思います。 

クラブ協議会において会員増強委員長さんは対

策案を提示願います。２、奉仕活動の育成強化 

○現在奉仕活動の維持及びインターアクトクラ

ブ設立そして活動へ、会員の参加数の拡大。月

一回の清掃活動が中断しております。私も参加

できなく大変申し訳なく思っております。今後

の清掃活動について社会奉仕委員長からも相談

を受けておりますので、検討してクラブ協議会

の席上では社会奉仕委員長から提案できるよう

にしたいと思います。また今年度最大の活動に

なるかと思いますが、インターアクトクラブの

立ち上げが近づいてきました。日程を学校側と

相談しながら速やかに進めていきたいと思いま

す。理事会にても話しましたが、実行委員会の

開催を重ねていきたいと思います。３、 公共イ

メージの向上○ 奉仕活動を社会に情報発信して

いき、ロータリーの地位向上につなげる。 

「よつば保育園へのわくわくプールの贈呈」

「小高 4 小学校への植樹」「小高 4 小学校への

図書贈呈」を民報と民友への投稿。「ロータリ

ーデ―」として、バザーで「ポリオ撲滅」「ロ

ータリー活動写真」のパネル表示は大変良かっ

たと思います。４、 委員会の自主的運営の強化 

○委員会のチーム化により、チーム内の委員会

活動の協力を強化する。担当委員長がやるとの

長い習慣から、グループ内での協力体制が思う

ようにできていません。まだ半年で評価しにく

いので、今後会長名でグループごとの協力をお

願いします。５、会員親睦の充実  ○会員親睦

イベントの増加及び強化 親睦委員長さんがな

かなか時間が取れないということもあり、グル

ープ内での協力を

お願いします。

 

「Lunch time  １分間スピーチ」                                 

岡田さん。「小

高ストア」のオー

プン、おめでとう

ございます。１２

月６日の朝、「民

報新聞」に目を通

していたところ、

突然、「小高の暮

らしを支える」の大きな見出しと、岡田さんが、

オープン前の「小高ストア」で、商品を陳列す

る姿が大きく掲載されており、えっ？、と驚き、

一気に目が覚めました。また、その日、ボーッ

と昼のニュースを見ていたら、「小高ストア」

のオープンの模様が流れ、これまた突然、岡田

さんが、画面に大きく映り、インタビューに、

凛々しく、堂々とコメントしておりました。こ

の日は、岡田さんに二度、びっくりさせられま

した。「小高ストア」は、「公設民営の商業施

設」で、市の委託を受けて、㈲丸上青果社長の

岡田さんが運営するとのことで、行政に携わっ

ていた者として、市から委託されるということ

は、会社並びに経営者の岡田さんが行政から信

用されていることの証で、凄いことだと思いま

した。岡田さんは、新聞記事、並びにテレビの

コメント等で、「小高ストア」に参加した理由

について、一貫して、「移動手段を持たない高
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          495th  Program   司会 SAA 青木謙二 会員 

  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／ 

会長の時間／各委員会報告／出席報告／スマイルＢＯＸ報告／閉会点鐘  

クリスマス会 

                 

齢者の日々の生活を支えたい、小高区の普及・

復興にお役に立ちたい」でした。私は、その真

摯な考えに感動しました。このことは、ロータ

リースピリット、まさに「奉仕の精神」そのも

のだ、と岡田さんをとても誇らしく思いました。

これからも、いろいろ大変と思いますが、「奉

仕の精神」で頑張って下さい。私も買いに行き

ます。当クラブの皆さんも応援しましょう！

「小高ストア」は、今後の「小高区」の復旧・

復興状況を知る上で、大きなバロメーターにな

ると思います。

「幹事報告」   ●第 7 回理事会の報告がありました。 

計   ￥8,000.   累計 ￥129,000. 

計 ￥11,000.   累計 ￥111,000.

計 ￥14,000.    累計 ￥261,500. 

青木謙二 1,000 総会を祝して 

大谷和年 1,000 前期ご協力ありがとうございます 

岡田義則 1,000 小高ストア無事ＯＰＥＮできました。 

小澤積 1,000 ご苦労様です 

川崎博祐 1,000 さむくなりましたので体に気を付けてください。 

酒井善盛 1,000 大谷会長初め理事会員の皆さんご苦労様です。後期年度よろしくお願いします 

長澤初男 1,000 岡田会員の小高ストアオープンを記念して！ 

野口美佐子 1,000 年次総会ご苦労様です 

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

三浦宏美 1,000  

宮城住夫 1,000  

門馬純子 1,000 今年一年 お世話になりありがとうございました。よいお年をお迎え下さい。

来年もよろしくお願い申し上げます。 

山田実 1,000  
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１８名  出席率６２％ 

 

夜間例会 クリスマス会 

2018 年 12月 19 日（水）18:00～20:30 
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例会終了後、大谷会長の開会挨拶で家族クリスマス会が開催されました。小澤直前会長が乾杯の挨拶を

し、アトラクションでは、いわさき じゅんいち(Uke)さん、いわさき のりこ(Uke・Vo)さんご夫婦による

南相馬市小高区のウクレレユニット「吉田タンス店」の心地良いウクレレの演奏に会場は包まれました。

大谷会長サンタが、山田会員のお孫さんと青木会員のお孫さんにプレゼント！！青木会員の司会で、ビ

ンゴゲームでプレゼント交換。ジャンケン大会をし、勝利した人が景品をゲット！！ 会員・家族の方々

で楽しいひとときを過ごしました。プレゼントのご協力をいただきました、長澤会員、門馬会員ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 ￥10,000.    累計 ￥271,500. 

青木謙二 1,000 メリークリスマス 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000  

岡田義則 1,000 メリークリスマス 

小澤積 1,000 メリークリスマス 

川崎博祐 1,000 メリークリスマス 

酒井善盛 1,000 メリークリスマス 

野口美佐子 1,000 Merry christmas！ 今年も一年お世話になりました。 

樋口利行 1,000 Merry christmas 今年１年に感謝して 

宮城住夫 1,000 メリークリスマス 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名  出席数２０名  出席率６９ ％ 

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 ： 毎水曜日 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/

