
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 29 回 通算 523 回 

2019 年 2月 13日（水）18:30～20:30  

「 意見交換会 」 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

 

規定審議会 

国際ロータリーの立法機関で三年毎に国際

大会とは別に理事会の定める日時、場所で開

かれます。 

各地区からは地区内のクラブを代表して代

表議員が 1 名ずつ選ばれて審議にあたります

が、この議員は原則として国際ロータリーの

元役員に限られ、審議会の二年前に開催され

る年次大会において選ばれます。 

議案はクラブあるいは地区から出されたも

の、それに RI 理事会提案とたくさんあります。

クラブの立法案は原則として地区大会に提出

の上、この立法案に対する賛否について表決

を受けなければなりませんが、地区は、１回

の審議につき、５件より多くの立法案を提案、

承認するべきではありません。規定審議会に

立法案を提出する締切日が改正されました。 

 

 

 

 

規定審議会の開かれるロータリー年度の前

年度の１２月３１日が締め切り日です。緊急

性のある制定案については、理事会は、審議

会の開かれるロータリー年度の１２月３１日

までに事務総長に制定案を提出できます。あ

らかじめ起草委員会で整理され、制定案およ

び決議案として上程されます。前者は組織規

程（国際ロータリー定款・細則・標準ロータ

リークラブ定款）の改正に関するもの、後者

はその他のものとなっています。 

規定審議会の決定はそのまま国際ロータリ

ーの決定事項となりますが、所定の手続きを

経て提出された一定数のクラブからの異議申

し立てのない場合には直後の７月から発行し

ます。 

 

 

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／昼食／

ゲスト卓話／会長の時間／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 

 

 



 「 意見交換会  」               大谷和年 会長  

１．月１回の清掃活動について 

２．リサイクル品回収活動について 

３．会員勧奨施策について 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

出席した会員の意見 

１．月１回の清掃活動について 

＊お金のかからない奉仕活動として、自主的

に始まりました。今年度からクラブの社会奉

仕委員会が担当になりました。委員会からの

意見として月１回は、多いのではないでしょ

うか。 

＊月 1 回清掃活動をする事で、市内で活動が

ひろがっていければよいと思います。 

＊５月にロータリー全世界で清掃活動を行っ

ています。その日に合わせてクラブ行事とし

て行ってみてはどうですか。 

＊地道な活動で、参加人数も少ないですが、

継続することが大事なので月１回。負担にな

らないように出来る人がやればよいと思う。 

＊ごみを捨てないということも大事ではない

でしょうか。そういうことも PR してみては

どうでしょうか。 

【今までの通り、月１回の清掃活動を継続し

ていくことを決定しました。】 

 

２．リサイクル品回収活動について 

＊社会奉仕委員長、1 人に任せては負担が大

きいのではないか。 

＊量が多いと例会の会場に持参できないので、

回収に行くべきではないか。その時は、数人

でおこなうほうがよいと思います。 

 

【本日の意見を社会奉仕委員長に伝えます。】 

 

３．会員勧奨施策について 

＊この人はどうかと名前を出していただいて、

皆さんと情報を共有したらよいのではないか。 

＊一人一人の意識の問題ではないか。 

【重要な課題でしたが時間がない為、後日改

めて議論したいと思います。】 
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「Lunch time  １分間スピーチ」                  青田真 会員 

親の欲目ですが中学 1 年生の、とてもかわいい娘がいます。中

学に入り、吹奏楽部に入部しました。吹奏楽部には、男子もいる

のですが、なぜか娘は、楽器の中で 1 番大きいチューバを演奏し

ています。大きな楽器の為、演奏している時は、顔が隠れて見え

ません。チューバはピアノで例えると左側の鍵盤で伴奏をするよ

うな楽器なんです。華もなく人気のない楽器です。音色をよく聴

いてみると、低い音で柔らかな温かみのある音色だと感じました。

それは土台のような役目を果たしていて、この楽器がなければ演

奏が成り立たないのではと思いました。人と人の付き合いも土台

が大事なのかなと音色を聴きながら思いました。皆さんも機会がありましたら、低音のチューバの音色

に耳を傾けて欲しいと思います。娘は、チューバが好きだと言っていましたが、高校ではクラリネット

を演奏したいそうです。 

            ３月度プログラム  

 

2019 － 20 年度版『ロータリー手帳』ご予約受け付中！！ 

１部 定価 600 円＋消費税（送料別） 

商品仕様  

 

 

 

 

 

６日(水)の振替 

３日（日） 

 

 

音屋ホール 

【IM】第３２回／通算５２６回 

＊新会員セミナー  登録 １３：００～ 

＊開会点鐘      登録 １４：００～ 

＊懇親会            １７：３０～ 

 

１３日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第３３回／通算５２７回 

＊ゲスト卓話 第 2530 地区 IT チームリーダ 

いわき勿来 RC 鈴木雅之氏 

「Mｙ Rotary の登録について」 

 

２０日(水) 

１２：３０～１３：３０ 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第３４回／通算５２８回 

＊会員卓話  岡田義則会長エレクト 

           「PETS 報告」 

   

２７日（水） 

１２：３０～１３：３０ 

 

原町フローラ 

 

【通常例会】第３５回／通算５２９回 

＊ゲスト卓話 セントラル住設 

代表取締役社長 齋藤洋一氏  

サイズ ：タテ 17.4cm ×ヨコ 8.5cm 

ページ数 ：192 ページ（本体） 

カラー ：ロイヤルブルー（ロータリーの第一基本色） 

月間予定表：2019 年 6 月～ 20 年 7 月（見開き 1 カ月） 

週間予定表 2019 年 6 月～ 20 年 7 月（見開き 1 週間） 

年間予定表  2019 年 7 月～ 21 年 6 月（見開き 4 カ月） 
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「幹事報告」    

●原町中央 RC より３月のプログラムが届いています。 

 

「ゴルフ同好会お知らせ」  ゴルフ同好会 大谷会長 

プレー費 4,500 円でお得です。来週は暖かくなりますので、ぜひとも参加してください。 

日時：平成 31 年 2 月 19 日(火) 9：27AM 南コーススタート 午前 9 時集合  

場所：鹿島カントリークラブ 

計   ￥3,000.  累計 ￥184,000.  

計  ￥6,000.  累計 ￥190,000.

計 ￥10,000.   累計 ￥356,106. 

青木謙二 1,000 カゼにまけないように 

青田真 1,000  

大谷和年 1,000 意見交換ありがとうございます。より良いクラブ目指しご協力お願いします。 

小澤積 1,000  

川崎博祐 1,000 明日のバレンタインデーチョコいっぱいもらえますように！？ 

野口美佐子 1,000 ハッピーバレンタインズデー 

三浦宏美 1,000  

宮城住夫 1,000  

森昭文 1,000  

ミスターX 1,000 米山奨学金寄付 1000 円多く不明の為、スマイルへ 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１２名  出席率４１％ 

 

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/

