
 

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／

意見交換会／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 

 

 

                          

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 30 回・第 31 回・第 32 回／通算 524 回・525 回・526 回   
2019 年 2 月 20 日（水）18:30～20:30  

「 意見交換会 」 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

「ロータリーの友」2 月号から、RI 会長の

メッセージをご紹介します。 

ロータリーの皆様、昨年、私は世界各地を

旅する中で、地域に変化を巻き起こしている、

活気にあふれたクラブや地区をたくさん訪問

しました。例会に出席して、彼らのエネルギ

ーを感じることが出来ました。・・・一方で、

地域によっては社交クラブと何ら変わらない

ロータリークラブもありました。そうであっ

てはならないのです。しかし幸いなことに、

どんなクラブでも再活性化できる簡単なアプ

ローチがあります。 

「影響力が大きい奉仕プロジェクトを最低

でも 1 つはやってみよう」。これが私から全

てのロータリークラブへの挑戦状です。どの

クラブにも、そうするだけの潜在力、リソー

スは備わっています。人々の生活を根底から

変える力があるのです。 

変化をもたらすプロジェクトとは一体どう

ゆうものなのでしょうか。多額の資金が必要

なわけではありませんが、人々に働き掛け、  

 

 

地域に大きな影響をもたらすものでなくては

なりません。このことが重要なのです。 

もちろん、強いクラブが提供しなくてはな

らないのは奉仕活動だけではありません。人

の心をつかむような話を出来る人がいなくて

はなりませんし、指導者育成を行い、ロータ

ーアクターとインターアクターの参加を促し、

会員に価値をもたらし、ロータリーの行事に

参加する動機を与えなくてはなりません。 

変化をもたらし、組織立っているクラブな

ら、他のことは自然とついてきます。会員の

参加度は高まり、新会員もどんどん集まりま

す。資金調達は楽になります。寄付金がどう

変化をもたらしているかを知り、そしてロー

タリーが説明責任を果たしていることを知れ

ば、人々は積極的に寄付をするものです。ク

ラブは活気にあふれ、重要度が高まり、活動

的になります。そして、クラブ会員にとって

も、クラブが奉仕する地域にとっても、その

クラブはインスピレーションとなるのです。 



 「 意見交換会  」               大谷和年 会長  

１．観桜会のイベント種目について 

２．会員勧奨施策について 

３．例会の曜日変更について 

４．その他 

 

 

 

 

 

 

１．観桜会のイベント種目について 

＊缶積競争を行う。 

・４クラブ対抗で、トーナメント式（試合  

は４回） 

・缶は、会員に一人 10 本の協力をお願い

する。 

・１チーム、４人とする。 

・担当は、川崎会員にお願いする。 

＊アトラクションは、ハーモニカ演奏をお願

いする。 

 

２．会員勧奨施策について 

＊候補者を皆で情報共有してはどうか。 

＊候補者の名前が挙がってこないので、そう

すれば会員増強につながるかを考えなくては

いけないのでは、ないでしょうか。 

＊知人、友人だと限界があるので、職業分類

を見直しして、そこから候補者をあげてアプ

ローチしてみてはどうでしょうか。 

＊会費を見直してみてはどうか。 

＊「衛星クラブ」を検討してみてはどうか。

衛星クラブは、本格的な独立したロータリー

クラブとなるまでの短期間の移行的形態です。

これにより、正規のロータリークラブ設立に

必要な最低 20 名の創立会員がいなくても、

衛星クラブを通じてロータリアンとなる機会

が与えられます。また、例会を欠席したロー

タリアンは、衛星クラブの例会でメークアッ

プすることができます。 

【職業分類を参考にし、候補者をあげてアプ

ローチしていきたいと思います。】 

 

３．例会の曜日変更について 

例会場の原町フローラさんが水曜日休館日と

なります。今後も例会場所を原町フローラで

続けたい為、例会曜日を変更することにしま

した。全会員にアンケートをお願いし、27 日

の臨時理事会で決定したいと思います。 
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「幹事報告」    

●米山記念奨学会より「ハイライト米山 Vol.227」が届いています。●TNK 東日観光株式会社より

「2019 年国債ロータリー年次大会参加旅行募集案内」のパンフレットが届いています。 

計   ￥4,000.  累計 ￥188,000.  

計  ￥6,000.  累計 ￥196,000.

計 ￥14,000.   累計 ￥370,106. 

青木謙二 1,000 心うきうき 

青田真 1,000 観桜会がんばりましょう 

岡田義則 1,000  

小澤積 1,000  

野口美佐子 1,000 理事の皆様、理事会ご苦労様でした。 

野地庄蔵 1,000  

三浦宏美 1,000  

宮城住夫 1,000  

門馬純子 1,000  

山田実 1,000  

森昭文 2,000 2 月 19 日 ゴルフコンペ優勝を記念して 

酒井善盛 1,000 2 月 19 日 ゴルフコンペ準優勝を記念して 

小澤直子 1,000 2 月 19 日 ゴルフコンペ３位を記念して 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１３名  出席率４５％ 

「 夜間例会 」 

2019 年 2 月 27 日（水）18：30 ＠わいず  

夜間例会直前に臨時理事会があり、例会が火

曜日になります。皆さんのご都合もあるかと

おもいますが、ご協力お願いします。例会後、

小高ストア開店祝賀会を開催し、大谷会長が

「小高ストア開店おめでとうございます。地

域の為に頑張っている姿は、南相馬 RC の誇

りです。これからもご繁栄をご祈願します」

と述べ会員皆で乾杯をしました。 

 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１４名  出席率４８％ 

 

495th  Program  

大谷和年 会長  司会 SAA 青木謙二 会員             

開会点鐘／「四つのテスト」唱和／副会長の時間／

幹事報告／各委員会報告／出席報告／閉会点鐘 
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「 相双分区 IM 」2019 年 3 月 3 日（日）14：00 ＠ 相馬市 音屋ホール 

３月３日（日）国際ロータリー第 2530 地区インターシテ

ィミーティングは、相馬 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、浪江、富岡、原町

中央、当クラブ含め約７０名が参加しました。新会員セミ

ナー終了後、開会の辞を青田由広相双分区ガバナー補佐が

歓迎の言葉を亀谷正哲相馬 RC 会長が述べ、立谷秀清相馬

市長からは祝辞頂戴しました。記念講演として、（一般）

コミュニケーション教育協会理事長の黒沢俊実氏、目力師

範の庄司克史氏が「あなたが、あなたの社員だったら」と

題し、ご講和下さいました。懇親会では、クラブ対抗によ

るアトラクションで開宴が行われ、会員同士の親睦、交流

を深めました。 

 

 

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/

