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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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会 長 挨 拶（第 49 代会長

石川和広）

皆様今日は、本日

いて載っております。私も会長を仰せつかっ

は尾張旭 RC の皆

て５か月目になりました。今年の RI のテーマ

様、ようこそ三春

が「インスピレーションになろう」という日本

へお越しいただき

人の感覚では訳の分からない言葉で言語の違

誠にありがとうご

いだと思いましてロータリーの原点の四つの

ざいました。タオル毎回有難うございます。ま

テストを英語と日本語で比較して今日までや

た佐藤委員長もご訪問有難うございます。今

ってみました。先週の例会でも述べましたが

月のガバナー月信に平井ガバナーのメッセー

私が社会開発委員長の時に地区のテーマが

ジには各クラブの会員増強に熱心に理組んで

「四つのテストを深化しよう」ということで

いることに感謝している反面ベテラン会員の

どのように利用するかとか例会の時英語でや

退会も多いことにふれ世代交代を進めつつベ

りますか日本語ですかなどと議論がありまし

テラン会員の若い会員の指導に当たって欲し

た。英語でやっているところが２，３あったの

いと言っております。今日は皆様とともにそ

に感心した記憶があります。比較してわかっ

のようなことも考えることが出来れば良いと

たことは月信にもありますが、もともと「四つ

思いますまた月信の最後に原町中央 RC の渋

のテスト」は企業再生のための原動力の意味

佐職業奉仕委員の「四つのテスト」の精神につ

が強いので英語では対象が関係者であり、関
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係者の利益だったのですが日本語になるとよ

の娘さんが校長先生に褒められたとかの話し

り広範の意味になっているそうです。日本の

もききました。尾張旭様の活動もその精神だ

奉仕の精神の方がより深化していったようで

と思います。今日はその精神を学んで今後の

す。先日日本にいる留学生の話を聞く機会が

活動に生かしたいと思っております。よろし

ありましたが、その中で、ある留学生が四つの

くお願いいたします。本日は誠にありがとう

テストに感動した。将来ロータリアンになり

ございます。

たいとか別の会ですが廣澤委員長さんが自分

幹

事

報

告

◇白岩 良子 (第 49 代)
1. 三春秋祭りへの参加よろしくお願いいたします。
2. １１月１５日来週の例会は休会です。
２２日の例会は財団プログラム・クラブ協議会③
友の見どころ（米谷量平さん）です。
3. １１月２３・２４日は地区大会です。
24 日は８時３０登録です。

各委員会報告
◇スマイルの報告

本日も多くのスマイル有難うございます。
スマイル合計

54,000 円



尾張旭 RC の皆さん（6 名）



佐藤龍史さん（福島中央 RC）地区会員増強・拡大 ロータリー情報委員会



石川和広さん・・錦秋の候、三春の紅葉の木々とともに尾張旭 RC の皆様、佐藤様の三春 RC 例会

広報・IT 運営担当）

ご出席に感謝してスマイルします。三春の秋景色ご覧になっていって下さい。


白岩良子さん・・尾張旭ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいました。心からご歓迎申し
上げます。地区の佐藤様ご指導宜しくお願い致します。



三條安國さん・・尾張旭ロータリークラブの皆様と地区委員の佐藤龍史さんようこそ三春クラブ
2

への訪問を歓迎して。
・・・11 月 3 日文化の日に三春町より功労賞をいただきましたのでスマイル
いたします。
（多額のスマイルをいただきました。
）


佐久間四郎さん・・過日の妻の葬儀の際にはロータリーの皆様には丁重なる弔慰頂き、またお手伝
いまで頂き誠にありがとうございました。（多額のスマイルをいただきました。）



橋本紀子さん・・尾張旭 RC の来訪を祝して。皆様遠いところを有難うございます。



橋本国春さん・・こんにちは、尾張旭 RC の皆さん、福島中央ロータリークラブ佐藤さん、ご来訪
有難うございます。



渡邉宏二さん・・尾張旭 RC の皆様今年も遠方よりようこそ三春 RC へお出で下さいました。地区
委員の佐藤龍史様ご指導のほどよろしくお願いいたします。



佐久間英一さん・・本日の例会を祝して。尾張旭ロータリークラブの皆様ようこそいらっしやいま
した。地区委員の佐藤龍史様宜しくお願い致します。



福原義守さん・・尾張旭ロータリークラブの皆様、遠いところを今年もお越しいただきありがとう
ございます。福島中央 RC 佐藤様ようこそ三春 RC へ。皆様のご来訪を感謝してスマイルします。

◇橋本国春会長エレクト



理事立候補受付について

１２月６日のクラブ総会において、クラブ細則第３条により、
次年度理事・役員を発表し、承認を受けることになります。
つきましては、理事候補受付を今月２５日（日）締切として
行いますので、よろしくお願いします。

◇三條安國さん


三春秋まつりについて

11 月 10 日（土）11 日（日）に開催されます。
10 日（土）は三春 RC 事務所から午前 7 時 30 分に集合して
展示品を運びます。会員皆様のご協力お願いいたします。
尚、11 日（日）は田村高校 JRC インターアクト部から 3 人
お手伝いをいただきます。後片付けもありますので重ねて
ご協力の程お願いいたします。

尾張旭 RC 井田武憲副会長挨拶
東日本大震災が発生した翌年から毎年、当クラブでは、
「東日本被災地支援事業」として宮城県宮城郡松島町
および福島県田村郡三春町とその周辺において、微力
ながら支援事業を続けています。三春ロータリークラブ
は今年で 4 年目になりました等々・・。
メークアップされた尾張旭 RC メンバー
井田武憲副会長、加藤清久会長エレクト、櫻井雅博幹事
古橋裕志会場監督/社会奉仕委員長、箕輪良孝職業奉仕委員長、菊田利昭親睦活動委員長。
ロータリーの友今年の 3 月号に井田副会長が投稿した記事東日本大震災の被災地復興支援事業に参加
してが掲載されていますので是非とも見て下さい。
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佐藤龍史地区委員より挨拶
地区「会員増強・拡大・ロータリー情報委員会」の佐藤龍史
と申します。
所属は本年度平井ガバナーを輩出している福島中央 RC です。
本日は地区委員として、メークアップさせて頂きました。
メークアップの目的は、
「会員増強・拡大・ロータリー情報委
員会」で箭内委員長始め 10 名の委員が、全 65 クラブをメー
クアップして情報交換を行い、今後の地区委員会を活性化させ
ることです。簡単に報告します。
今年度、平井ガバナーは地区目標の中で、会員基盤の維持と強化を第一の目標として以下の 3 点をあ
げています。
① 地区会員数 2,530 名達成。これは 205 人の増員です。
② 現会員の退会を防ぐ。
③ メークアップを活用しながら出席率 90％以上を目指す。
現状の実績は
会員数の増員については、11 月 6 日現在で 51 人増員の、2,376 人となっております。
退会については、11 月 6 日現在で残念ながら、15 人の退会者が出ています。
出席率については、8 月集計で 78.3％となっております。
以上で、
「会員増強・拡大・ロータリー情報委員会」の報告を終わります。
本日はよろしくお願いいたします。

自己紹介・意見交換会
尾張旭 RC 井田武憲副会長より自己紹介をし、意見交換をおこなった。
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お土産に三春の地酒をプレゼントしました。今年はピンクのタオルをいただきました。

閉会点鐘
記念撮影

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

5

