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例会日■令和 1 年 6 月 13 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 45 

 

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、梅雨入

りした途端寒くなり

まして体調を崩され

る方も多くなってい

るのか、先日 9 日の 

日曜休日診療日でしたが、「のど風邪」の方が

たくさん来院しまして朝 8 時半過ぎから夜 7

時前までみっちりでした。皆様もお気を付け

下さい。この 9 日の日曜日三春町の行事とし

ては桜湖マラソンがありまして三春ロータリ

ー会長は例年実行役員だそうで当日前に 3 回

役員会があり準備していたのですが私が休日

当番日だったので急きょ白岩幹事に代行して

いただき朝の 7 時前より働いていただきまし

た。本当にお世話様になりました。 

 

私と白岩さんの会長幹事年度も今日を含めて

あと 3 回の例会を残すのみとなりましたが白

岩さんには最後の最後までお世話様になりま

だ少しありますのでよろしくお願いします。  

今日も皆様にはこれからエコキャップ回収事

業等でお世話様になります。私は申し訳けな

いのですがちょっと診療抜け出せないので今

日は診療の方を優先させてもらいますので、

すみませんがご参加の皆様よろしくお願いし

ます。斯様に皆様にご迷惑をかけながら私の

会長職も残り 3 週間となりました。誠に有難

うございました。 

今日は橋本国春次年度の第 1 歩のクラブ協

議会です。50 周年事業が控えており皆様のご

協力益々必要です。よろしくお願いします。先

週例会時ガバナー月信わたされましたので皆

様すでにお読みになられたかもしれませんが、

平井ガバナー最後の月信でして 1 年振り返っ

【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.友の見どころ 担当：三瓶一壽さん 

3.四つのテストの唱和 8.クラブ協議会 次年度① 

4.会長挨拶 9.閉会点鐘 

会 長 挨 拶（第 49 代会長 石川和広） 

第２３４３回 

 

回少年回 

 



2 

 

ております。「会員増強とクラブ改革を主題に

公式訪問をしてきましたが皆さんのクラブは

どうでしたか」と問いかけております。私の年

度も 50周年に向けて会員増強が 1番の目標で

したが新入会員渡邉浩さんと大塚康範さんと

2 名の強力な方をお迎えはできましたがまだ

目標の会員 30 名には道半ばです。しかし候補

の方はたくさんおられるので粘り強くいきた

いと思います。禅の言葉で皆様よく聞かれる

と思いますが“看脚下”という言葉があります。

灯台もと暗しで何をするにせよ足元を見なさ

いということです。今年度ＲＩのテーマ“ＢＥ 

ＴＨＥ ＩＮＳＵＰＩＲＡＴＩＯＮ”“インス

ピレーションになろう”という全く日本語で

は意味不明の標語でスタートしましたので、

英語と日本語 外国人と日本人 国際ロータ

リーと日本ロータリーの観点で見直してみた

いと思い例会で日本語と英語で 4 っつのテス

ト復唱してきました。先週の例会で最後の 1っ

か月なので英語も復唱していただきましたが、

ガバナーメッセージに「会員への説明と賛同

を求めぬまま自分の思いだけを実践しようと

するな」とありました。それの典型的な一例だ

と思いまして今日はいつも通りにしていただ

こうと予定していましたが、白岩幹事さんが

英語入りの 4 っつのテスト用意して下さいま

したので今日はもう一度挑戦してみました。 

先ほど“看脚下”と申しましたが、先日皆様に

満足度アンケートさせていただきました。ま

だ集計はしていませんが、意見がほとんど一

致していたのが（新会員の勧誘）と（会員のた

めのオリエンテーションと教育）が不十分の

項目でした。今年度は会員の勧誘を重点には

してきたのですが当然まだまだで、オリエン

テーションまではとうてい手がまわりません

でした。然しながら 今年度の私のテーマが 

“繋げようロータリー、繋がろうロータリー”

でしたので その意味でも 次年度にまたが

っても粘り強く会員の勧誘とオリエンテーシ

ョン続けていきたいと思います。皆様も引き

続きご協力よろしくお願いします。また、本日

もよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇白岩 良子 (第 49 代)                 

 

 例会終了後エコキャップの積み込みをします。 

 ６月１６日（日）新旧会長・幹事会が開催されます。 

 ６月２０日の例会は次年度②クラブ協議会です。 

 

 

 

幹 事 報 告 

   

 

田村高校ペットボトルキャップ積込み 

キャップの積み込み 
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◇増子博保青少年奉仕委員長               

 

 

 

 

 

◇福原義守国際奉仕委員長          

 

洗浄した楽器が無事ボリビアに届いた報告について 

 

 

 

◇大内富雄県中分区ガバナー補佐        

 

会員の皆様には、１年間大変お世話になりました。 

皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

◇６月号担当：三瓶一壽さん         

 

今月は「親睦活動月間」です。・・・と言うことで皆さん、 

石川・白岩年度のサヨナラ例会は皆さんにとって楽しいも 

のとなるよう、各位の活動を振り返り、あと一歩の努力を 

お願いします。 

  

＜横 3ｐ＞ ラシンＲＩ会長も、改めて「昨今のロータリーの、 

ロータリアンの社会に対する影響力の大きさ」を実感されているようです。 

  

＜横 7ｐ～＞特集記事「クラブ広報力」に関する記事が掲載されています。 

     印象にのこるロータリーのつくり方について事細かに解説をされそのノウハ      

     ウを広報のプロが伝授していますので、皆さんもぜひ読んで、クラブ広報の 

     研究をしてください。（深尾氏・イベント企画//鹿児島西ＲＣ）  

※＜横 4ｐコンテンツ＞それにしても皆さんは気づきましたか？：三春ＲＣの地区名の 

     掲載がありません？？？ 

  

＜横 10ｐ～＞広報ツールを作るにあたって、そのノウハウや全国各クラブのツール等を 

     紹介していますが、その中に三春ＲＣ作成の「ウチワ」も掲載されていま    

     す。また、何年か前にイベント時に掲載した「ポリオ撲滅のあと少し！」や 

各委員会報告 

 

 

 

6 月 14 日（金）田村高校ＪＲＣインターアクト部の

例会があります。 

14：50 集合 15：00 開会 

 

 
友の見どころ 
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      ボリビアの子供たちの楽器のポスターも効果的ですね！ 

我々三春ＲＣでもこの記事を読んで、広報戦略を立てることも必要かも。。。 

  

＜横 16ｐ～＞2019年規定審議会報告 が掲載されています。 

      （曽我隆一 ＲＩ規定審議会代表議員世話人代表） 

ロータリーの根幹を決めるのは「草の根ロータリアン」 

    このタイトルの意味が最初理解できませんでしたが、この規定審議会の会場に   

    立たれた曽我さんたちだからこそ実感できた感想、全世界の地区数が５３８地 

    区ある中から５３２人もの代表議員が一堂に会し、５日間もの熱い議論の末に 

    種々の規定が決められていることに大いなる感動をされたとのこと。  

  

＜横 19ｐ＞ ローターアクトの変更についてよくある質問・掲載 

  

＜横 20ｐ～＞米山梅吉は本年生誕１５１年を迎えました・特集記事 

   （米山梅吉記念館評議員 小林聡一郎氏・甲府北ＲＣ） 

   「米山あるある」は、本当？と題して、皆さんもよく聞く「例会は人生の道場」 

    と本当に言われたのか・・など、興味ある話題が満載。 

＜横 23ｐ＞それから、米山梅吉記念館は創立してから、早５０年になるとのことで「記念館創立５０

周年記念事業」に「ご寄付のお願い」が掲載されています。。。 

三春ロータリーも今年（次年度）創立５０周年ですね！ 何か因縁を感じます。クラブでの寄

付、てなことも考えてみてはどうでしょうか！  

  

＜横 24ｐ～＞ＲＩ理事会による日本国内の「ゾーン再編成」が進行中 

    これによると今まで同一ゾーンであった八潮ＲＣ、春日部西ＲＣがゾーン 2に     

    なりますね。 

  

＜横 28ｐ～＞世界ポリオデーの特集記事 

    １０月２４日の世界ポリオデーに向けた計画を要請しています。 

    イベントの企画をＲＩのＨＰ（ｅｎｄｐｏｌｉｏ．ｏｒｇ）に登録してほしい 

    そうです。 

  

＜縦 4ｐ～＞サッカーで見る世界観（ＲＩＤ２７８０、第１グループＩＭ） 

        特別講演会（横浜ＦＣ会長 奥寺康彦氏） 

    今どきの人のように海外に出よう、 海外でプロ選手になろう、 という意識を 

    持ち、積極的にチャレンジすることは大切です。 海外でしか学べないこともた 

    くさんあるから、 チャレンジすることは大賛成。 しかしその半面、 日本でオ 

    リジナリティ ーのある武器を磨き、 ある程度の実績をつくることも必要 

  

 ＜縦 13ｐ～＞友愛の広場 

＜縦 15ｐ＞例会で”君が代”合唱の始まりは？（広島西ＲＣ・諏訪昭登氏） 

    なんとなく気になるタイトルだったので読んでみると、太平洋戦争が始まり日 

    本のロータリーが国際ロータリーを脱退しても尚、「水曜会」の和風な形に変 
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    えながらその集会を続けて知多などの苦難の歴史を乗り越えてきたからこそ今  

    のロータリーがあることを思い出させてくれる、感慨深い記事でした。（皆さ 

    んもご一読を。） 

＜縦 16ｐ＞患者さんを「様呼び」するのはおかしいです（三河安城ＲＣ・堀尾豊氏） 

    この記事もどうでも良いことのようですが、「皮膚科医本人」が考えることで   

    読んでいくと、実に面白く、ある意味合点のゆく意見であると思いました。 

  

＜縦 16ｐ＞ロータリー歴３０年を振り返って（本宮ＲＣ・高田宗彦氏） 

    我らがＲＩＤ２５３０、親クラブである本宮ＲＣのｄ高田さんの投稿でした。 

    高田さんは、このロータリーの友に以前からよく投稿されて、色々と話題の尽 

    きない方です。久しぶりの高田節健在ですね！早速、メールしました。またお  

    会いした時に色々教えていただくのが楽しみです。 

  

その他に、「卓話の泉」：無国籍問題について やロータリーアットワークなど興味ある記事が満載

でした。皆さんにとって興味ある記事どんな記事でしょうか？ 

  

最後に皆さん、「友」電子版を体験してみてはどうでしょうか＜横 45ｐ＞ 

タブレットやスマホでも利用でき、眼鏡なしでも拡大・縮小思いのまま。そしてメモ付箋機能も付い

ていて便利ですよ。（各位の書庫として活用してはいかが！）   

 

 

 

 

 

◇クラブ運営委員会              ◇奉仕プロジェクト委員会          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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次年度の事業について協議した。 

 

 

 

閉会点鐘 

クラブ協議会 次年度① 
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◇ペットボトル積み込み作業         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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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