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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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皆様今日は

空気が

どころで吉田社会奉仕委員長からご紹介ある

乾燥していてインフ

と思いますが職業奉仕に関する記事が載って

ルエンザが流行して

おりますので熟読していただき、特に

いますが皆様お気を

「決議２３－３４」第１項で「超我の奉仕」
「最

つけ下さい。

もよく奉仕する者、最もよく報いられる」とい

老人ホームで５人死亡とかホームから転落し

うことを再認識していただきたいとおもいま

たとかニュースになっていますがインフルエ

す。

ンザが他の風邪より怖いのはインフルエンザ

今日はクラブ協議会でガバナー補佐のご指

脳症と肺炎の重症化です。基礎体力の弱い人

導いただきながら

が重症化しやすいのですが普通体力の人も油

を振り返り今後につなげたいと思います。ど

断はできませんので日常から予防と基礎体力

うぞよろしくお願いします。

の強化に努めていただきたいと思います。
先週は、三瓶委員長職業奉仕委員長の指導
の下職業奉仕についてあらためて考える時間
を持ててよかったと思います。今日の友の見
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半年間の反省や活動状況

幹事報告
第 49 代幹事

白岩

良子

1. 第 28 回フットサル大会 2 月 3 日（日）
開会式 8 時 30 分 町営体育館 8：00 集合
2. 2018－19 県中分区 IM・新会員研修会
2 月 10 日（日）船引辰巳屋
3. 来週１月 31 日の例会は、鈴木義孝町長卓話です。

各委員会報告
◇増子博保青少年奉仕委員長
参加協力のお願いについて
1.

3/10（日）剣道大会 三春町武道館

2.

フットサル大会

8：30 集合

2/3（日）三春町町営体育館

8：00 集合 8：30 開会式

◇スマイル報告：富山和明クラブ運営委員


大内富雄ガバナー補佐
クラブ訪問に参りました。どうぞ宜しくお願い
致します。



増子博保さん
大内ガバナー補佐の来訪を祝してスマイル致し
ます。本日はよろしくお願い致します。



橋本国春さん
ガバナー補佐訪問ご苦労様です。本日の例会を
祝してスマイルします。



三瓶一壽さん
大内 G 補佐様本日は、三春訪問ありがとうございます。お世話になります。
スマイル合計

5,000 円

本日もスマイル有難うございました。
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大内富雄県中分区ガバナー補佐挨拶

皆様こんにちはガバナー補佐としてのクラブ訪問の
ご挨拶を申し上げます。
１月に入り任期も折り返しとなりましたが、様々な
行事も各クラブ会員の皆様方の叱咤激励を戴き、各
ホストクラブのご努力を賜りながら、着実に推移して
いる処であります。皆様のご協力、本当にありがたく
感謝に堪えない次第であります。
１月のガバナー月信にも掲載されており、皆様すでにご存じの事とは思いますが、ガバナーメッセー
ジの一部をご紹介させて戴きます。地区大会が終わった後、会員の皆様から『感動した』『良かった』
との多くの声を戴きました。各クラブの皆様に改めて感謝申し上げます。と御礼の言葉を戴いており
ます。
１月は、職業奉仕月間になっております。
平井ガバナーは、職業奉仕とその他の奉仕は一対のものだと云っておられます。奉仕とは世のため人
のために尽くすことであります。奉仕活動を行うためには、時間と資金が必要となります。時間と資金
を作るためには、仕事（職業）が順調でなければならない。仕事が順調になるためには、職場で高い倫
理基準を邁進する事が必要です。事業や専門職務のリーダーであるロータリアンは、職場や地域社会
に於いて模範を示し、高い倫理基準を推進・実践することも必要かと感じて居ります。ロータリーの多
様性を生かし様々な行動人に、地域社会での模範的な行動を称え、例会に招待し奨励する。その小さな
行動がメディアで拡散され、地域社会に伝わるのだと思っております。公共イメージの向上のために
も、新たなチャレンジをする事が必要ではないでしょうか。
これからの分区行事でありますが、２月１０日は、三春ロータリークラブにホストとなって戴きます
新会員研修会。船引ロータリークラブのホストでインターシティーミーティングを開催致します。
新会員研修会は、二部構成で開催いたします。
第一部では、影山吉則三春ロータリークラブ研修リーダーに講話を戴きます。第二部は、増子博保第２
５３０地区ローターアクト委員長に講話を戴く事になっております。講師を務めて戴きます影山研修
リーダー、増子ローターアクト委員長には大変お忙しい処、申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願
い致します。研修会は、ＩＭ開催前に開催いたしますので、会員皆様が拝聴できます。ぜひ、多くの皆
様の参加をお願い致します。
インターシティーミーティングも二部構成での開催となります。
第一部は、地区より提示されましたテーマ『会員増強とクラブ改革』そのテーマに沿って、新会員によ
る体験談『私がロータリーに入会した動機』。箭内一典第２５３０地区会員増強・拡大委員長の講話。
進行役のアナウンサー、新会員、箭内一典地区会員増強・拡大委員長の鼎談を予定致しております。ぜ
ひ会員増強のヒントになればと、期待を致しております。
第二部は、懇親会となっております。終了は、１９時３０分ごろを予定しております。是非、多くの皆
様の参加をお待ち致しております。
分区の行事と致しましては、次年度幹事の研修会を４月頃に予定をしたいと考えております。人数が
６名と少人数の為、第二回目の新会員研修会と一緒に開催したく会長・幹事会で検討したいと思って
いる次第であります。
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三春ロータリークラブの皆様方には、ガバナー補佐輩出クラブとして大変なご苦労をお掛け致します
が、ロータリーの好意と友情に免じて何卒、ご協力をお願いいたします。
ここからは、２５３０地区の話を致します。
まず、２５３０地区の会員動向についてのお話を致します。今期当初７月１日現在の会員数は、2,325
名で、今年１月１４日現在の会員数は、2,375 名と５０名の増となっております。しかし、平井ガバナ
ーは地区目標で各クラブ純増２名以上のご努力を戴き、つまり地区会員目標数を 2,530 名とされまし
た。残る半期、地区全体で 75 名の増強目標達成に向けて、クラブ会員基盤の維持と強化のお願い致し
ております。因みに県中分区内では、今期当初７月１日現在の会員数は、148 名で、今年１月１４日現
在の会員数は、152 名と 4 名の増となっております。現在のところ、常葉ロータリークラブと船引ロー
タリークラブが増のみで、三春ロータリークラブが現状維持。他は減のところが多数であります。新年
は、新鮮な気持ちで１年の抱負について考えるときです。クラブ活性化を図る為にも増強目標を改め
て見つめ直し、年度後半のクラブ目標達成に、邁進して戴ければと感じて居ります。兎にも角にも、ク
ラブは元気でなくてはなりません。元気なクラブとなるため、会員の積極性と地域の人々の関心を引
き出し、入会を促すためのプランを立てる事が大事だと感じて居ります。そのためのステップとして
は、クラブ戦略委員会が中心となり考えなくてはならないと思います。
10 の掟ではありませんが１０のステップがあり①『クラブの３～５年後の姿を思い描く』
、②『会員が
積極的に参加でき、情報豊かなれいかいとする』
、③『後継者を育て、スムーズな引継ぎを図る』、④
『会員同士の交流を深める』
、⑤『ロータリーのリーダーとなる人材を育てる』、⑥『年次目標を立て、
ロータリークラブセントラルに入力する』、⑦『クラブ内でオープンなコミュニケーションを図る』、
⑧『クラブの運営方法を反映させて、細則を独自に修正する』、⑨『会員が心から関心をもてる活動に
参加できるようにする』
、⑩『クラブ運営に必要な委員会を設置する』。今申し上げましたステップは、
国際ロータリーのホームページよりダウロードできます。これを参考にしてクラブの健康チェックを
して、クラブが地域社会にとって大切な存在であり続けるためには、クラブを定期的に診断し、問題点
を見つけ、その対処法を探る事が極めて重要であると感じて居ります。参考資料に『クラブの健康チェ
ック』がありますので、参考にして戴ければと思います。
尚、２５３０地区のホームページに『ロータリーに入会してみませんか』と云うパンフレットもござい
ますのでダウンロードをしてぜひ活用して戴きます様ご案内申し上げます。
次にロータリー財団への理解と活用についてお話をさせて戴きます。
世界で良い事をするため、ポリオを撲滅するため、ロータリー財団への協力をお願い致します。今年の
寄付で 3 年後に戻ってくる資金で、より多くの事業が出来るように財団の寄付にご協力をお願い致し
ます。2018 年度地区補助金の申請は、3 月末日までです。ぜひ、クラブの補助金活用をお願い致しま
す。企画の段階で 2530 地区ロータリー財団委員会の補助金委員会までご一報をお願い致します。
寄付数値目標としましては、年次基金 1 人あたり 150 ドル

ポリオ撲滅に 1 人あたり

恒久基金に各クラブ ベネファクター1 名以上 ご協力をお願い致します。
米山記念奨学会への協力依頼
会員 1 人あたり 15,000 円のご支援をお願い致します。
内訳は、普通寄付

5,000 円 特別寄付

10,000 円

ぜひ宜しくお願い致します。
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30 ドル

ここで、国際ロータリー第 2530 地区第 39 回ＲＹＬＡ研修会への参加呼びかけをさせて戴きます。
3 月 2 日(土)～3 月 3 日(日)一泊二日の予定で、磐梯熱海温泉 ホテル華の湯を会場として第 39 回Ｒ
ＹＬＡ研修会を開催いたします。2530 地区の対象者は一般の社会人（18 才～35 才程度）です。このＲ
ＹＬＡ研修会へクラブから参加者を派遣して戴きますと、そのクラブは今年の『ロータリー賞』に於い
て公共イメージと認知度の向上で項目を 1 つ達成することができます。
費用は、全日参加（一泊三食付き） お一人様 16,000 円
宿泊なし（夕食付） お一人様

6,000 円

会費はクラブ負担となりますが、ご自分の会社・或いは近隣に若い方がおられればお声がけを戴き、地
域の若い世代のリーダーシップ育成のためにもクラブからの派遣をお願い致します。
最後は、国際大会への参加呼びかけであります。
６月１日～５日までドイツのハンブルクでロータリー国際大会が開催されます。地区では、参加者目
標を５０名としております。ぜひ多くの皆様のご参加をお願い致します。
お願いばかりで申し訳ございませんが、この辺で終わりとさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

ロータリーの友見どころ

1 月号

◇担当：吉田將史さん
横ページ３ RI 会長メッセージ

（インスピレーション）

・インスピレーション
横１２ページ
Vocational Service ｢職業奉仕｣

太安万侶 おおのやすまろ

「奉仕の理念（理想）
」にしても、いわゆる思想的翻訳と捉え
なければ、その真意を解明できないであう・・・。
真言仏教徒、岐阜エトスロータリークラブ会長北川氏「ロータリー語」
現在の日本ロータリーの伝統を支える哲理となった。
横１８ページ
人と動物の優しい関係

守り、育て、支え

「交流」

横３１ページ
New Generation

ニュージェネレーション

※横３５ページ
ニクラウス氏とゴルフプレー
縦３３ページ
声

昨年１０月号（会津と薩摩、因縁を越えロータリー結んだ縁）

北海道余市・愛知県岡崎
縦２０ページ

卓話の泉

がん探知犬
縦１７ページ
「友」４２年間２００円の価格据え置きに驚き！！
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クラブ協議会④
◇後期事業について
クラブ運営委員会と奉仕プロジェクト委員会に分かれて前期の反省と後期事業について協議した。
その後、橋本紀子奉仕プロジェクト委員長、大内富雄クラブ運営委員長より報告された。

◇奉仕プロジェクト委員会


職業奉仕委員会：三瓶一壽委員長
本年度は、職業奉仕に関する卓話を依頼し、約
半数が済み、引き続き後半もお願いし、最終的
に三瓶委員長がまとめて発表したい。ロータリー
の友１月号職業奉仕月間にちなんだ記事の 14Ｐ
「日本のロータリーはガラパゴス化したか？」
明石西 RC 多胡健吾を一読されてはどうか。



社会奉仕委員会：三條安國副委員長
前期のプログラムはスムーズに終了。それなりの成果が有り、これからもペットボトル、楽器の回
収に努力する。また、お城山のあじさい、三春中の梅、桃、桜の植栽したものをこれからも観察手
入れをしていきたい。４月のさくらの里クリーンアップ作戦に今年も参加したい。



国際奉仕委員会：橋本紀子副会長
強化月間にちなんでビデオ等の上映で啓蒙活動をしてきたが時間的に圧迫されてマンネリ化して
いる後半のプログラムの消化に一考を講じたい。



青少年奉仕委員会：増子博保委員長
８月に開催された県中分区ソフトボール大会は今年度で最後となった。
９月に地区奨学生高野清美さんが帰国、田高ＪＲＣインターアクトの生徒達との交歓会で個人的
な質問が相次ぎ盛り上がった。後期もスポーツ大会等の後援が多くあるので協力をお願いします。
４月の中学生野球大会後は例年通り田高ＪＲＣインターアクト部を交えての楽器洗浄を行う予定。
５月の青少年月間では田高ＪＲＣインターアクト部に卓話をお願いしているが三春クラブ会員も
インターアクト部の例会に参加したい。時間は放課後４時頃から始まる。
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財団・米山委員会：橋本紀子副会長
今年度は集まった寄付金前期分は納入することが出来た。後期分の寄付金もご協力お願いします。
また、自分の寄付金の残を確認するために一覧表を回覧して欲しい。地区補助金の申請をする予
定で次年度は沢石小学校に希望の物品を打診中。
皆様のご協力を得て後期も予定通りにプログラムを実行していきたいと思います。

◇クラブ運営委員会


クラブ管理委員会：渡邉宏二委員長
前期はプログラム通り例会運営が出来た。後期も
皆様のご協力を得て円滑な例会運営に努めたい。
会報も引き続きホームページ上での発行とする。
夜の例会の親睦も全員参加型のゲームを実行し楽
しんでもらう。スマイルボックスは年間予算を達
成できるようご協力をお願いいたします。
今後の課題として、時間的・財政的な負担軽減を図
るために例会回数の削減。



研修委員会：山口晋司副委員長
地区および分区の目標・方針に沿い研修に取り組む。
2/10 開催のインターシティーミーティングの前に新会員研修を三春がホストとなり二部構成で行
う。



会員委員会：橋本国春委員長
会員増強を図る手段として会員増強の方法のマニュアルを具体的に作成する。

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

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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三條安國氏の受賞を祝う会
平成１１年から平成２９年１０月までの永きにわたり三春町都市計画審議会委員、並びに同審議会議
長を務めてこられた功績が評価され、過日福島県都市協会より表彰状を受賞されました。そして、今回
三春町功労賞を受賞なされました。長年の活躍への慰労と受賞を祝う会をロータリーの仲間と役場関
係者で下記の通り開催いたしました。受賞誠におめでとうございます。
◇日時：２０１９年１月２５日（金）18：00～
◇会場：割烹八文字屋
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