三春ロータリークラブ会報

第 2272 回 例会
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例会日■平成 29 年 11 月 30 日（木）

会場■割烹八文字屋

開会点鐘■12：30
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三春 RC テーマ：「ロータリーを広めよう！」
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※レイ・ゾォウィ君米山奨学生体験発表

会

長 挨

拶
皆さん、こんにちは。

木曜日には米山記念奨学会学友会主催で行わ

明日から１２月とい

れた米山奨学生体験発表会に山口幹事と出席し、

うことでクラブの年

１２名の奨学生の発表の中にはレ・ゾォウィ君

度も上半期終盤へと

も居られ、レイ君の発表内容は会報の方でご紹

なって参りました。

介いたします。発表後は奨学生によるお国自慢

先週は私にとってロータリーウィークとなり

の手料理をご馳走になってきました。

ました。

金曜日は東邦銀行新旧支店長の歓送迎会にク

まず先週の月曜日は理事役員会がありました。

ラブ会長として出席いたしました。

火曜日は八潮ロータリークラブの例会へ佐久

土曜日は午後から本宮にあります福島県農業

間英一ガバナー、橋本紀子パスト会長、橋本国

総合センターにおいて地区ロータリー財団委員

春さん、白岩良子さん、山口幹事と私の 6 名で

会セミナーに石川会長エレクト、福原さん、橋

出席してまいりました。2004－05 年橋本紀子会

本国春さんと私の４名で出席して来ました。研

長年度に八潮ロータリークラブとの 3 度目の友

修終了後、夜は郡山駅前の焼き鳥屋でレイ君と

好クラブ締結の際、幹事として訪問して以来で

石黒委員長と共に懇親を深めて楽しい時間を過

した。今年は八潮ロータリークラブとの友好ク

ごして参りました。

ラブ更新の年度となります。この件について、

日曜日は午後から小野町において県中分区の

今日のクラブ総会で皆さんにお諮りをいたしま

青少年奉仕会議と合同例会並びに懇親会に参加

す。

をいたしました。
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又、一昨日はクラブの前年度今年度来年度の３代が会しての会長・幹事会ということで意見交換
を行いました。
過密スケジュールの一週間となりました。参加いただいた会員の皆様、大変お疲れ様でした。
今日は昨年度のクラブの活動に対して RI 会長賞とロータリー財団より感謝の意を表しバナーが
届いております。橋本紀子パスト会長と昨年度の橋本国春幹事にお渡ししたいと思います。
以上、会長挨拶を終わります。

表彰状贈呈
◇ロータリー財団より感謝のバナー

◇ 2016-17 年 度 RI 会 長 賞

白岩良子君

白岩良子君

US＄100 100％
三條安国さん（地区資金委員会委員長）
増子博保さん（地区大会実行委員長） 米山功労クラブ（第９回）三春 RC
幹 事 報 告

1. １１月２３日（木・祝）
２０１７-１８年度奨学生体験発表会が開催されました。
場所：郡山市 国際医療看護福祉大学校
２．１１月２６日（日） 青少年奉仕会議・県中分区合同例会に
参加しました。
（青少年奉仕会議）

場所：小野町商工会館

（県中分区合同例会）

場所：小野町多目的研修集会施設

３．１２月７日（木）は植樹例会をおこないます。
昼食後、三春町運動公園（三春中下）に移動し梅・桃・桜の３本を植樹します。
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各

委 員

会

報

告

◇橋本国春社会奉仕委員長より

植樹事業の実施について

白岩良子君

１

目的
国際ロータリーの１２０万人のロータリアンが、１人１本ずつ木を植えよう。の主旨は、

「環境保全/環境保護」である。このことから、三春ロータリークラブでは、この一環として、
三春に関わりのある「梅・桃・桜」を記念に植樹し、町に寄贈する。このことによって、より
一層の公共イメージアップも図る。
２

植樹例会

〇 12 月 7 日（木） 〇
〇 町への寄贈

現地 12 時 50 分～13 時 30 分

目録により会長から町長へ

〇 例会時は、植栽樹への土掛け、支柱掛け等
３

（当日午前中に準備）

植樹場所

〇 写真のとおり 町営運動場南側(三春中下)法面
４

植栽樹

〇しだれ梅２～３M
５

〇しだれ桃２～３M

約５M

植栽プレート

〇 別添のとおり。でアクリル製
６

〇しだれ桜

〇 環境保護運動記念

当日の服装

〇 ロータリークラブジャンパー、長靴

◇影山吉則会長よりＩＭについて

開催日：平成 30 年 2 月 25 日（日）

白岩良子君
新会員研修 PM1:30～
IM（登録 2：30） PM３：００～ 基調講演 PM3:20～（予定）
懇親会 PM5：00

閉会 PM6：45（予定）

場所：八文字屋

準備委員会（影山吉則・渡邉宏二・白岩良子（副委員長）・山口晋司・大内幸一・川又暉之・
増子博保（委員長）の７名）立ち上げた。
※アトラクション＝三春アンサンブル（予定）
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本日のプログラム

◇ クラブ総会
議題
1.次年度理事・役員の件
まず始めに影山会長より、定足数の確認があった。

白岩良子君

本クラブ会員総数（26 名）の 3 分の 1
出席者 13 名 クラブ総会成立の報告
石川和広会長エレクトより次年度理事・役員の指名が行われ、全会員一致で承認された。
理事・役員は下記の通り。
■理事 8 名

（敬称略）
（順不同）
福原 義守

山口 晋司

増子 博保

三瓶 一壽

川又 暉之

宗像 俊樹

渡邉 宏二

吉田 將史

■役員 8 名

（敬称略）
会

長

石川 和広

直前会長

影山 吉則

会長エレクト

橋本 国春

副会長

橋本 紀子

副会長

大内 富雄

幹

事

白岩 良子

会

計

渡辺 利春

ＳＡＡ

三條 安國

光陰矢の如しと申しますが、川又さんのお父さんの恒一さんが、初代会長で、私の父達がチャー
ターメンバーで創立されたロータリーも 50 年が直前の年度に図らずも会長のご指名をいただきま
した。私の役割は、50 周年の橋本年度に向けて準備をすることだろうと思います。幸いにも皆様快
く役員を引き受けていただきました。特に 1 年間幹事の大役をお願いした白岩さんにも苦労をおか
けするかと思いますがよろしくお願いします。そして、会員の皆様におかれましてもロータリーの
好意と友情で石川・白岩年度ご協力よろしくお願いいたします。
2.

八潮ロータリークラブ友好クラブ更新締結の件
今後も友好クラブとして継続していきたい。

3.

三春 RC 設立 50 周年に向けて
影山会長よりクラブのブレザーを作製してみてはどうか提案があつた。そのために積立をして
はどうか。
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4.

大内富雄次期県中分区ガバナー補佐予定者より報告
次年度は、クラブ奉仕がなくなり、地区の組織が変更される。新たに研修委員会が設けられ、研
修リーダーを 1 人立てる等報告があった。

閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

影山

吉則

三春町桜ケ丘 3-1-3

62-3018

62-3110

y.kageyama@watadengumi.co.jp

幹

事

山口

晋司

三春町字中町 51-1

62-4038

62-4038

shinji@polsys-inc.com

会

報

渡邉 宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp

※ レイ・ゾォウィ君米山奨学生体験発表

これまでの奨学生の生活で得たものや、 日本留学の成果などについて
11 月 23 日（木）場所：郡山市 国際医療看護福祉大学校

白岩良子君

私は、今年の四月からロータリー米山奨学生になり、
それから、いろいろなイベントで同じ奨学生の皆さま
やロータリアンの皆さま、特にカウンセラーの影山吉
則さんから大変勉強になりました。
月一回出席している例会では、近況報告のおかげで、
立派な大人になるためのスピーチ能力も上がるように
なりました。
9 月の上旬には「米山梅吉記念館研修旅行」で、米山梅吉さんの墓参と記念館見学を行い、富士山
周辺を観光しながら、親睦を深める楽しい研修旅行をしました。この旅行から、ロータリー精神の
「世界平和」と米山梅吉さんが他人に貢献する精神に対して、さらに理解を深めることができまし
た。 そして、ロータリアンの皆さまは飲み会で「夜の姿」をみさせていただき、日本人がただただ
「かたい」というイメージが私の心の中で変わりました。この一泊二日間、ロータリアンの皆さま
と奨学生の皆さまと仲を深め、一生の思い出になると思います。
私は今建築を勉強しているが、将来プログラマーになりたいため、情報の大学院に入るように頑
張っていました。しかし、この前、東北大学の従兄が「お前学科変わるのはさすがに大変だから、ま
ず俺の会社に来い」と言われ、彼のゲーム会社に採用されました。会社の中で働いて、プログラマー
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になるためのいい経験も得られると思います。
日本で留学するのはすでに 5 年目、はじめは「夢探し」
、つまり、
「自分が何を一番やりたいか」
、
を目的にし、この数年が経つと、最初の目的を達成しました。5 年というと、かなり長いと思われる
かもしれないが、
「Father And Son」という歌が歌った通り、
It's not time to make a change, just relax, take it easy.
You're still young, that's your fault, there's so much you have to know.
But take your time, think a lot, think of everything you've got.
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
日本語に訳すと、
まだ今のままでいいんだ
力を抜いて、おちついて
若いのは唯一のせいだけど
まだまだ勉強しなきゃならん
でもちょっと待て、よく考えろ
頭をフル回転して考えろ
お前はまだ明日があるけど
夢は逃げるかもしれない
私は、夢を追いかけながら、ロータリーの精神を忘れずに、世界平和のために、力を尽くし、人に貢
献していこうと思います。
以上です。
ご静聴ありがとうございました。

体験発表後石黒委員長と共に懇親会
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