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三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」
－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように －
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※岩江小学校電子黒板寄贈

会 長 挨 拶（第 49 代会長

石川和広）

皆さん今晩は、

でも明日は我が身と思い常に有事の備えは一

今日は 9 月同伴

人一人が考えておかねばならない時代になり

例会ということ

ました。明日はないと思って生きよ・

で日頃より会員

永遠にあると思って学べということを聞いた

のロータリー活

ことがありました。そういう意味ででもあり

動にご協力をい

ませんが、台風が大阪直撃していた 9 月 4 日

ただいております奥様方に感謝申しあげます

に 2530 地区の地区補助金を活用した三春 RC

とともに今宵のひとときくつろいでいただき

の事業として昨年の三春小への楽器寄贈に続

たいと思います。9 月 1 日は防災の日でしたが

き今年度岩江小に電子黒板を寄贈しに総勢 8

台風一過普通はさわやかな青空と相場は決ま

人で訪問し贈呈式と授業を参観してきました。

っておりましたが、このところの天変地異で

どんどん機械を利用して内容が高度になって

今日の朝刊は台風による関空のニュースが一

いると思いました。贈呈式の後校長先生と給

面トップでしたが、テレビ、ラジオは朝から北

食の塩ラーメンをいただきましたが薄味でカ

海道の地震被害のニュースで大変な状況を報

ロリー計算もきちんと計算されて我々の時代

じています。幸い我々の住む三春は天災被害

とは全く違ってきたことを痛感しました。

が少ないので有り難いところだと思います。

ただたまたまですが岩江小で私は学校医で前
1

日に同じ部屋で教職員とＰＴＡ会長さんなど

ましたが親の教育としてサン・サン運動と

と保健委員会があり肥満とスマホなどを議論

いうのがあり体重を 3ｋｇ、ウウェストを 3

したところでした。現在はいろいろな面で二

㎝減らす努力ですがこれでかなり生活習慣

極化が進んでいるので給食を食べる子食べな

病の予防になるそうです。食事と運動がそ

い子

親の自覚のあ

れには必要かと思います。今日の朝刊の別

る家庭ない家庭とさまざまなので指導も一概

面に運動不足世界に 14 億人で日本人は３

にはできない悩みがあるようです。でもとり

６％だそうです。ＷＨＯの適切運動量は適

あえず肥満度５０％を超える子供もいるので

度で 150 分過度で 75 分だそうですが個人

対策として

差があるから基準は構わないのですこしで

（１）体重身長の変化を記録して視覚化し

も 3ｋｇ、3 ㎝を減らすようにしたいもので

（２）それをみながら褒めて頑張らせること

す。

運動をする子しない子

と
（３）親の教育が大事ではないかと申してき

幹

事

報

告

◇白岩 良子(第 49 代)
１． 9/14（金） 県中分区会長幹事会

ホスト：本宮 RC

２． 9/15（土） 地区青少年奉仕委員会セミナー
３． 9/18（月） 第４回理事会

19 時

４． 9/22（土） ガバナーエレクト事務所開設披露
５． 9/26（水） 県中分区合同例会

本宮クラブ担当

（８人出席予定）開会点鐘 12：30

各委員会報告（なし）
◇閉会点鐘

懇

親

会

◇乾杯の音頭：橋本国春会長エレクト
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◇令夫人へプレゼント
石川会長より本日出席していただいた令夫人の皆様に日頃の感謝を込めて赤ワインをプレゼントしま
した。ちなみにこの赤ワインは日本一小さなワイナリー（大竹葡萄園）北会津ワインです。

◇輪

投

げ

今回は、三春 RC 恒例の「輪投げ」をしばらくぶりに
行いました・・。結果は下記の通りです。
◆奥様の部
優勝：三條乃里子さん（18 点）
◆会員
優

勝：白岩良子さん

（50 点）

準優勝：鈴木幸夫さん

（20 点）

3 位：増子博保さん

（19 点）

当日賞：山口晋司さん、影山吉則さん

（6 点）

賞品は、飲む点滴、飲む美容液と言われている麹の甘酒です。
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◇スマイル：米谷クラブ管理委員


石川和広さん・・9 月長月例会地震も台風

ね！でも秋は「日本酒」ですよね。

の被害も受けず無事迎えられたことに感



幕田勝壽さん・・長月例会を祝して。

謝しますとともに被災された皆様に心よ



橋本国春さん・・長月例会を祝してスマイ

りお見舞い申し上げます。


ルいたします。


白岩良子さん・・北海道の地震北海道の皆
様頑張って下さい。長月同伴例会を祝して。



福原義守さん・・長月例会を祝ってスマイ
ルします。



影山吉則さん・・長月例会を祝してスマイ

増子博保さん・・長月例会を祝してスマイ

ルいたします。

ルします。台風 21 号、北海道地震など大



三條安國さん・・長月例会を祝して。

きな災害が続いております。被災地の方に



山口進さん・・長月例会を祝して。

お見舞い申し上げます。



佐久間英一さん・・長月例会を祝してスマ



イルします。


大内富雄さん・・長月例会を祝してスマイ
ルいたします。

渡邉宏二さん・・長月例会を祝してスマイ
合計 25,000 円

ルします。いつまでも暑い日が続きます

◇中締め：影山吉則直前会長

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

石川

和広

三春町字中町 1-1

62-2630

62-2222

dr-kazu@joy.ocn.ne.jp

幹

事

白岩

良子

三春町字南町 55-3

62-6024

62-6034

yoshiko@fd-const.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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岩江小学校電子黒板贈呈式
❑期日：平成 30 年 9 月 5 日（水） 10：30～13：00
❑場所：第 6 学年教室 スペース

会議室

【参観授業】10：40～11：00
指導者 半澤真紀先生（第 6 学年 1 組担任）算数科 「比と比の値」

【概要説明】11：05～11：30

会議室

❑岩江小学校の概要について
❑大型提示装置（電子黒板）の活用について

【贈呈式】11：35～11：30

児童代表

第 6 学年スペース

6 年 大橋流星さん 村上海釉さん

給食を試食（塩ラーメン）
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