三春ロータリークラブ会報

第 2286 回 例会

DIST.NO.2530 創立 1970.11.29 承認 1971.1.11

例会日■平成 30 年 3 月 15 日（木）

会場■割烹八文字屋

開会点鐘■12：30 2017-18 年度 VOL 33

三春 RC テーマ：「ロータリーを広めよう！」
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山口晋司さん・山口進さん

拶
皆さん、こんにちは。

クラブ更新についてです。三春クラブからは更

3 月に入ると暖かい

新の意向をお伝えしておりましたが、昨日、八

日もつづきようやく

潮ロータリークラブの関幹事さんから山口幹事

春を実感します。また、 に連絡がありました。八潮クラブとしても友好
花粉症の方はつらい

クラブの更新をしたいとのことです。日程や場

季節のスタートになるのかと思います。花粉症

所など今後調整してまいりますが、来年度は両

にも葛根湯は効くのでしょうか？

クラブで一緒に何か活動など出来ないだろうか

先週は『水と衛生月間プログラム』というこ

とのお話しもありましたので、こちらも合わせ

とで三春ダムを見学しました。今年もまたダム

て詰めていきたいと思います。

周辺の清掃活動が行われますのでクラブとして

来年度のロータリー財団地区補助金の申請締

も参加したしますのでよろしくお願いいたしま

め切りが今月末に迫っております。これについ

す。今日は嬉しいお知らせが二つあります。

て、この後のクラブ協議会で検討して頂き、来

一つ目は,佐久間英一パストガバナーが RI よ

週の理事役員会に諮りたいと思います。

り表彰されることになりました。
『ポリオのない

今年度も終盤となってきました。予定された

世界のための奉仕賞』です。四月上旬には盾が

事業もだいぶ実施されてきましたが、今日のク

届くとのことです。おめでとうございます。

ラブ協議会では残されている事業の実施予定な

二つ目は、以前より例会や理事役員会で話しが

どを話し合っていきたいと思いますのでよろし

出ておりました八潮ロータリークラブとの友好

くお願いいたします。
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１． 次回の例会時に IM 映像を流します。
本日、食事中にお流しするはずだった、
IM（インターシティーミーティング）映像は
次回の例会にさせていただきます。
２． ３月１７日（土）
・１８日（日）は、
全国あげものサミット２０１８です。
二日間にわたり、三春交流館「まほら」にておこなわれます。
全国の美味しい揚げ物が揃いますので、ぜひご来場ください。
私事ですみませんが、午後１：３０頃には矢吹町で打ち合わせ、２時１０分には鏡石町
で打ち合わせがあるため、例会を途中退席します。午後３：００には、FCT の番組「ゴジテ
レ Chu！」の生放送に、あげものサミットの紹介をかね出演のため局入りします。
ゴジテレ Chu！は３：５５分から放送ですので、ぜひ私のカッコイイ雄姿をご覧下さい。
各

委

員

会

報

告

なし
友の見どころ

担当：橋本国春さん

[横書き]
Ｐ．3

RI 会長メッセージ ローターアクトの 50 周年を
祝いましょう

・中段以降

ローターアクトクラブを提唱している

クラブは 27％で変わりない。
ローターアクト 50 周年全てのクラブにローターアク
トクラブ提唱もしくは、関係強化の呼び掛け。
Ｐ．7

特集 水と衛生月間

１滴の水から広がる奉仕

p 8

愛知県あまＲＣのラオスとタイへの簡易井戸、トイレ・学用品提供等奉仕取組

p10

仙台ＲＣのミクロネシア連邦への雨水集水貯水システム設置支援

p12

さいたま欅ＲＣのタイ・チェンライ友好クラブと協同での小学校への浄水器設置

p13

滋賀県彦根ＲＣベトナムハノイ障害児施設での手洗い場、シャワー等の改修

Ｐ．22

心は共に東日本大震災

東日本大震災の被災地復興支援事業に参加して 尾張旭ＲＣ井田さん
〇松島町と三春町等への支援事業
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p24

本宮ＲＣの英国庭園にローズトレリス寄贈
須賀川南ＲＣの藤沼湖に復興記念碑を建立

Ｐ．30

ビジョンの追究

〇バリー・ランシ RI 会長エレクト
Ｐ．35

ロータリーの現状と導きたい方向性等

国際協議会リポート

〇2018-19 RI 会長

次年度テーマ「インスピレーションになろう」

Ｐ. 42

米山記念奨学事業 50 年のあゆみ

Ｐ. 48

今後のＲＩ国際大会
・トロント ・ドイツ

1990 年代

・ハワイ

・台湾 ・ヒューストン

[縦書き]
Ｐ．4

SPEECH

今からはじめる、長生きのための食生活の秘訣

笠井奈津子栄養士

P 5 最後 主食・主菜・副菜・汁物・・・今朝の朝食・昨日の夕食、昼食
Ｐ.22

一日分の記憶

ロータリーアットワーク

P24

地域の文化祭でヘルスチェック 益田西ＲＣ

P28

かわさき市民祭り

P30

やまぶきロード植栽プロジェクト

鍵盤ハーモニカ・リコーダー等回収

モンゴルへ 川崎南ＲＣ

山形北ＲＣ

会員卓話
◇ 山口晋司さん
2017-18

三春ロータリーの幹事をやらさせてもらって

いますが、本当に幹事というのは大変です。
IM（アイエム）？何かの略語？？、米山とか聞きますが、
白岩良子君
何の事かも分からず入会３年が経過し、いきなり幹事でやっと
分かってきた感じです。運営の方も何が正解かも分かりません
ので、勢いで突っ走った感じです。私は三春町の国際交流の方もやっておりまして、三春町はアメ
リカ ウィスコンシン州ライスレイク市と姉妹都市締結がおこなわれ３０年が経ちました。本日、三
春町長などがライスレイク市へ滝桜子孫樹の植樹へ行っています。今まで、三春町は様々な所へ子
孫樹の植樹はしてましたが、もっと早くライスレイク市へ植樹ができてれば良かったと思っていま
す。ライスレイク、ブータン王国、ハワイ等々、様々な交流をしていますが、一時の盛り上がりで終
わるのではなく、長期的なビジョンを構築して継続していければ最高だと思います。
◇ 山口進さん

◇恵方巻販売について
おかげさまで、恵方巻販売数 9 年連続日本一！！
10 年の節目に向けて来年も頑張ります。
2018 年

白岩良子君

1位

郡山安積町店

12,034 本

2位

笹岡吉浜（岡山北 DO） 3,375 本

3位

西宮香櫖園（西宮 DO） 2,874 本

トップにならなければ話題にならない。二番ではダメ。600 件位配達サービスしている。
3

日本一となることは世界一となるので更なるご協力をお願いいたします。
クラブ協議会③
今後の活動についてクラブ奉仕委員会と奉仕活動プロジェクト委員会に分かれて協議した。
その後、渡邉宏二クラブ奉仕委員長と白岩良子奉仕活動プロジェクト委員長より報告された。

◇ クラブ奉仕委員会：渡邉宏二委員長

◇親睦旅行について
八潮 RC との合同例会を親睦旅行とし、6 月 12 日（火）か 19 日（火）のどちらかの夜に宿

白岩良子君

泊を兼ねていわき市小名浜オーシャン倶楽部で開催したいと思います。その時に友好クラブ調
印式も行います。詳細が決まりしだい皆様にお知らせいたしますのでよろしくお願いいたしま
す。

◇ 奉仕活動プロジェクト委員会：白岩良子委員長

◇奉仕プロジェクト委員会は今年度の事業の大半は終了して
おります。財団委員長から３月末締め切りの補助金について、

白岩良子君

理事会から次年度への申し送り要件とする報告があった。

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
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