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例会日■平成 31 年 3 月 28 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 34 

 

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 － 

Contents：クラブ協議会⑤会員卓話 

 

皆様今日は、お彼岸

も過ぎ桜の便りもき

かれ日本中がウキウ

キ、ソワソワしだし

なにかとお忙しい時

期に例会出席いただ 

きありがとうございました。一昨日は米谷さ

んの送別会盛会におこなわれたそうです。私

は出席できませんで申し訳けありませんでし

た。中島みゆきの時代の歌にありますが、「ま

わるまわるよ時代はまわる、喜び悲しみくり

かえし」で３月別れ、４月桜の開花とともに新

しい出会いの月となります。私の会長年度も

残り３か月となり今日は次年度会長の橋本国

春エレクトの PＥＴＳ報告の時期となりまし

た。 

「Ｂe Tｈe Iｎspiration「インスピレイシ

ョンになろう」というおよそ日本語とかけ離

れた表題のもとでスタートして英語を日本語

にする難しさ習慣の違いを認識し英語の表現

に慣れる必要があると思い四つのテストを日

本語と英語で比較していただきたく毎回例会

で唱和していただいております。私のサブタ

イトルが「繋げようロータリー、繋がろうロタ

リー」「５０年続いたロータリーが１００年続

きますように」です。小学校に英語の授業が導

入される時代です。国際化のためにも英語に

慣れることも必要かと思います。 

４月からは新しい出会いがあります。米谷

さんの後任に渡邉民報支局長がおいでになり

ますし、また以前より入会希望をしてくださ

っておりました応用地質研究所の元所長の大

塚康範さんが研究所顧問の立場で加わること

【例 会】             司会：三條安國 SAA 5.幹事報告 

1.開会点鐘           6 各委員会報告 

2.ロータリーソング 「奉仕の理想」 7.会員卓話 山口晋司さん 山口進さん 

3.四つのテストの唱和 8.クラブ協議会⑤ 

4.会長挨拶 9.閉会点鐘 

会 長 挨 拶（第 49 代会長 石川和広） 
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になりました。あと何人かの入会を勧めてい

る方もございます。５０周年記念事業が盛大

に行われるよう次年度に向けて強力な体制を

作りたいと思いますのであと３か月の私の任

期期間、春日部西との友好クラブ継続の調印

式を始めいろいろな事業も控えておりますの

で、益々のご協力をよろしくお願いします。 

本日は例会ご出席誠に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇白岩 良子 (第 49 代)                 

１． ４月６日（土）さくら湖クリーンアップ作戦です。 

８時半集合です。 

２． ４月２０（土）２１日（日）は八潮との交流会です。 

２１日は１１時半から三春の里で昼食会です。 

３. ガバナー補佐からのお願い 

  1）ロータリー財団への寄付のお願い 

  2）会員増強実例集 発行ご協力のお願い 

  3）ロータリーダッシュボードについて 

 

 

◇山口晋司クラブ管理副委員長        

ロータリーの友掲載について 

三春盆踊りに配布した三春 RCの事業を記した「うちわ」 

と県中分区が作成した各クラブで事業を行った DVD の 

記事がロータリーの友５月号に掲載されることが決定 

しましたのでお知らせします。 

 

◇川又暉之財団・米山委員長さん        

ポリオ撲滅の寄付について（お願い） 

◇年次基金 １００ドル 

 残りは、ポリオ撲滅の方へ 

 

◇三瓶一壽職業奉仕委員長           

職業奉仕セミナー参加について 

4/20（土）ユラックス熱海（登録 10：20）において 

開催されますので私の他に参加される方はお知らせ 

下さい。 

 

幹 事 報 告 

各委員会報告 
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職業関連の卓話という事で、まず自分が営んでいる仕事は 

コンピューター全般とデザイン関係です。コンピューター 

（パソコン）を始めたのは１９８２年～で、当時はフロッピ 

ーディスクもマウスも無く、カセットテープに自分で作成し 

たアプリケーションを保存してました。現在は、「アプリを 

作って動かす」というのは少なく「出来上がっているアプリ 

を使う」が主流になってます。 アプリは色々星の数ほどありますが、自分に合った物を自分で工夫し

て使っていけば、自分なりの操作の改善もでき「自分なりの快適操作」になります。 

 職業ではありませんが、三春町の国際交流の方にも参加させてもらっています。三春の国際交流は

１９８６年～アメリカ ウィスコンシン州ライスレイク市との姉妹都市締結の同時期からはじまって

いて３０年が経ち、私は設立２０年目の NPO 法人化から参加してます。近年ではアメリカとの交流以

外に、福島県人会を通したハワイホノルル、ハワイマウイ島、ブータン王国などもあります。 国際交

流館「ライスレイクの家」敷地内には、三春町出身で「日系ハワイ移民の父」と言われている勝沼富造

さんの顕彰碑があり、日系ハワイの高校生なども受け入れていて、日本文化の紹介、実演などもおこな

っています。 高校生は日系４世・５世となり顔は日本人ですが、日本語はほとんど話す事はできませ

ん。 

    

●ブータン王国首相と植樹記念プレート 

 

  

●ライスレイクの家敷地内にある勝沼富造顕彰碑と子孫のトーマス勝沼氏と親族 

 

会員卓話：山口晋司さん 
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◇山口進さん                 

ヨークベニマル創業 70 周年について 

セブン＆アイ・ホールディングスに配布された 

DVD を観賞。 

 

 

 

◇橋本国春会長エレクト            

 

2019-20年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）報告 

日時 2019年 3月 16日（土）～17日(日) 

場所 摺上亭 大鳥 

 

＜第１セクション＞ RIのテーマと地区活動目標    

ガバナーエレクト 芳賀 裕 

 

2019-20年度 RI会長 マーク・ダニエル・マローニー氏 

  RI テーマ   ロータリーは世界をつなぐ 

 

RI強調事項 

１ ロータリーを成長させること。 

 ○会員増強委員会の設置 

 ○職業分類制度の再発見と活用 

２ 家族 

 ○会員にクラブか家族かの取捨選択を期待しない。 

 ○すべてのロータリー行事に子供を受け入れよう。 

３ 忙しく仕事をしているロータリアンもロータリーのリーダーとなれるよう 

 にするための道をひらくこと。 

 ○ロータリーの梯子は、登るのが難しいものであるべきではありません。 

 ○リーダーシップの文化を変え始めてください。 

４ 長年にわたるロータリーと国連との歴史的な関係に焦点をおいています。 

 ○ロータリーは、より健康で、平和で、持続可能な世界に向けた国連の継続したコミットメントを

共有しています。 

 ○奉仕と平和という精神の下に世界中の人々がつながることができ、目標に向かって意義ある行動

を起こすことのできるロータリーのインフラを提供しています。 

 

2019-20年度地区活動目標 

１ 人びとが手を取り合うのを促そう。 

① 会員基盤の維持と強化を図ろう。 

地区会員数を２５３０名へ 

○各クラブ５％純増(最低１名) 

○各クラブ会員維持率１ポイントアップ（退会防止） 

○各クラブ出席率９０％以上(メークアップもしよう) 

クラブ協議会⑤ PETS 報告 
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 ②若い世代のリーダー（IAC,RAC学友等）と活動しよう。 

  ○各クラブは、共同活動を１回以上行う。(他クラブとの共同も) 

  ○各クラブは、RYLAへ若者を１名以上参加させよう。 

    (参加費１人１万６千円クラブで予算化) 

２ 行動しよう。 

① ロータリー財団への理解を深め、地区財団活動資金（DDF）を活用しよう。 

○年次基金  １人 １５０＄ 

○ポリオ撲滅 １人  ３０＄ 

○恒久基金に各クラブからベネファクター １人以上 

○各クラブは、新たな奉仕プロジェクトに挑戦しよう。 

 ②米山記念奨学会への理解を深め、協力しよう。 

  ○普通寄付   １人  ５，０００円 

  ○特別寄付   １人 １０，０００円 

３ ロータリー賞へ全クラブで挑戦しよう。 

  RI新戦略計画（５カ年）の優先事項（2019-20年度 RI年次目標）を具体化したものがロータリー

賞の達成項目です。 

４ あの時（2011年 3月）これまで、そして未来を考えよう。 

  「復興フォーラム(仮称)への支援と協力 

 

2019-20年度 地区運営方針 

１ ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々が手を取り合い、行動を起こすためのつ

ながりを築いていくために、会員基盤の維持と強化を図ろう。 

２ 公共イメージを向上させよう(あなたがロータリー) 

３ 会員研修の充実を図ろう。 

４ 青少年奉仕活動に参加しよう。 

５ ポリオ撲滅へ取り組もう。 

６ ロータリー財団への理解を深め、地区財団活動資金（DDF）を活用しよう。 

７ 米山記念奨学会への理解を深め協力しよう。 

８ ロータリー賞へ全クラブで挑戦しよう。 

９ あの時(2011年 3月)これまで、そして未来を考えよう。 

  「復興フォーラム(仮称)への支援と協力 

 

＜第２セクション＞ 

[地区管理と運営]                             地区管理委員長 PDG阿久津 肇 

○ クラブ自治 

・ 各クラブは・・・その地域社会に適した社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて、絶対的な権限

をもっている。・・・・クラブは、地元地域のニーズに応じて、独自のプログラムを開発すべきであ

る。ロータリーの基本原則は、加盟クラブの実質的な自恃である。 

 

[クラブ管理と会長の責務]                 直前ガバナー 鈴木邦典 

○クラブ管理 

・人頭分担金等の納付 
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・財団・米山への寄付 

・ロータリーの友の購読 

・地域社会(他国も含む)における奉仕プロジェクトの実施 

・定款・細則が整備されていること。 

 

[地域研修委員会の方針と計画]   次期研修リーダー PG佐久間英一 

○2019-20年度地区運営方針～地区活動の目標の実現に向けて 

・会員研修の充実を図ろう。 

○当面の計画 

・地区研修協議会        ５月１８日 

・ローターアクトリーダー講習会 ６月２３日 

・クラブ研修リーダー会議    ７月１３日 

・地区ロータリー財団セミナー  ７月２０日 

・地区会員増強セミナー     ７月２７日 

 

[RLIロータリー・リーダーシップ研究会について       RLI委員長 鈴木和夫 

○PLIの背景 (概要) 

・ ロータリー創始後１００年を経て近年、社会構造も変化し、人や社会に対する意識が変わってき

ている。特に、事業や職業の世界が激変している。・・・ 

その要因である根本的な問題を分析し、十分に話し合い、各ロータリアンやロータリー世界の理

解を進めない限り、今後のロータリーの発展は望めない。 

・・本当にロータリーを理解し、ロータリアンが、自発的に自覚を持った話し合いをして、本当のロ

ータリーを理解することが基本的な課題と考える。 

○RLIの研修方法 

・講演や講義ではなく、斬新な討論方法を活用して、参加者による草の根デスカッション方式で行う。 

 

[規則・手続委員会]                             規則・手続委員長 高橋金一 

○委員会の役割として、クラブの定款・細則等が RI・地区の諸規定に適合するよう理解促進を図る。 

 

[会員増強・拡大・ロータリー情報委員会]          委員長 林 克重 

○会員の現状 

・年齢の傾向 

・地区の現状 (県中地区) 

・会員増強 

 

＜第３セクション＞ 

○ 分区毎の分科会 

・県中分区  ガバナー補佐 （船引）白岩 薫 

・クラブ会長  

（本宮）角田恒雄  （三春）橋本国春  （滝根）先崎温容 

 （常葉）村越文博  （船引）佐々木俊雄 （小野）中原貞一 

・ガバナー訪問日（案） 三春 ８月２２日 
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・事業計画書 ガバナー訪問１週間前に、ガバナー事務所へ２部送付 

・RYLAへ１名以上参加 (参加料クラブ負担) 

 

[懇親会] 

２日目 (１７日) 

[講演]  ロータリー財団から  講師第 2800地区 池田徳博 

○寄付の目標等について 

・全てのクラブが寄付をして、寄付ゼロクラブをなくす。 

・ポリオプラス基金 

・地区財団活動資金（DDF）について 

 

＜第４セクション＞ （委員会） 

○公共イメージ・IT委員会       委員長 相原元章 

＊公共イメージ委員会 

・一般の人々にロータリーを紹介し理解と支援を促進する。 

・地区活動の情報を報道機関に伝える。 

＊IT委員会 

・マイロータリーの登録推進 

・ロータリークラブセントラルへの登録推進 

 

○職業奉仕委員会           委員長 佐藤喜市郎 

・何故いま職業奉仕か （職業奉仕月間に因んで） 

  職業奉仕とはすべてのロータリアンが、 

①倫理と高潔さをもって仕事にあたり、 

②職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のために、進んで役立てること。 

 

○社会・国際奉仕委員会        委員長 渡部英一 

＊社会奉仕委員会           委員長 望月隆司 

・地域奉仕を支える委員会 

・ロータリーの重点分野 

 ・平和と紛争予防/紛争解決 ・疾病予防と治療 ・水と衛生 ・母子の健康 

 ・基本的教育と織字率向上 ・経済と地域社会の発展 

 

＊国際奉仕委員会           委員長 渡辺浩子 

・各クラブの国際奉仕・国際交流の事例収集・情報発信 

・国際奉仕活動事例・体験談の発表の場の創出 

・東京オリンピック・パラリンピックへの協力 

○青少年奉仕委員会          委員長 廣澤俊樹 

＊委員会活動 

・インターアクトクラブ  12歳～18歳の青少年のためのクラブ 

・ローターアクトクラブ  18歳～30歳の青年が地域社会において専門知識等 

身につけるためのクラブ 
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・RYLA          年齢制限はないが、中高生・大学生・若い成人を対 

象 各クラブで予算を。18～19年度 16,000円 

○青少年交換委員会          委員長 佐藤正道 

・派遣学生の減少  (中国・台湾が増加) 

・東日本大震災の影響 (来日学生の減少等) 

・ロータリークラブの意識低下(ホストファミリーの確保) 

○ロータリー財団委員会        委員長 早川敬介 

＊17-18年度財団寄付 

 １位 福島中央   １人当たり 435.79＄ 

 ２位 会津若松南        341.30＄ 

 ３位 郡山コスモス       315.38＄ 

・ロータリー財団とは、寄付を受け取り、ロータリークラブや地区の人道的及び教育的活動で、財団が

承認したものに、補助金を提供する非営利法人 

・寄付金を使う活動  (３年前の年次寄付金額＋恒久基金の投資収益) 

地区財団活動資金（DDF） 地区補助金とグローバル補助金 

○学友・平和フェローシップ委員会    委員長鈴木美恵子 

・学友とは、プログラムを通じてロータリーを経験した人 

・委員会の役割として、ロータリーファミリーとして参加して貰うこと。 

○米山記念奨学会委員会         委員長 藤田弘美 

・委員会は、推進員会、学友委員会、選考委員会から構成されている。 

・ミッションとして、米山記念奨学事業の素晴らしさを伝える。 

                                        以上報告 

◇次年度改正委員会組織図は別紙をご覧下さい。 

感想 

 ロータリーについて知識・経験不足なので、参加するまで不安もあったが、県中分区の方々等と接

し、不安は解消されつつありますが、まだ心配事は多いです。でも、この２日間の研修は大変良かった

し有意義でした。ただ、聞くことが多く吸収できなかった部分は、これから皆さんに教えて頂きます。

なんとなく、始まる感じが感想です。これから、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

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 

 

 

 

閉会点鐘 
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