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ロータリーソング   「われらの生業」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『変化するロータリー情報』 

ロータリー情報委員会 岩森  茂 会員 
 

 

 

原田義弘会員 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

３７年連続出席 

久永  洪 会員 

 

 

    
 
 
 

 

今月は世界理解月間で、２月２３日はﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽら４人が初めて会

合を開いた日で、「ﾛｰﾀﾘｰの創立記念日」であることは皆様ご存じ

の通りです。世界がお互いに理解しあえることは世界平和につな

がり、ﾛｰﾀﾘｰの善意と奉仕はそのために役割を果たすものと思い

ますが、北朝鮮が核実験をしたり、中国が尖閣諸島沖で挑発活

動を行ったりと、世界理解にはまだまだ道遠しと言わざるを得ませ

ん。日本は中国から多くの米山奨学生を受け入れていますし、中

国でも米山学友会ができ、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞも出来ましたが、中国国籍

の方が入会できるには至っておりません。経済的には大国となっ

ておりますが、一党独裁ではまだまだ民主国家とは言えません。

それだけに軍備拡張は周辺国家にとって大変な脅威となっており

ます。 

呉での地区大会で、我がｸﾗﾌﾞから北米に送り出した影田愛さんが

青少年交換学友会の会長になっておられることを知って、大変う

れしく思っていたところですが、先週のｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾞ・ﾏﾝｽﾘｰﾚﾀｰに載

った青少年交換近況報告によると、本年度留学を希望する高校

生が地区で２名しかおらず、また昨年も今年もすべて女子で、昨

今の中国、四国の３地区で行われたｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝに参加したのは

９名で、すべて女子高生であったそうです。またすすんで留学生

を受け入れることを希望するｸﾗﾌﾞが少なくなっていることも心配し

ておられます。何年か前、影田愛さんが留学した時、私の家にｵﾊ

ｲｵから来たｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾃﾞｻﾝﾄ君を引き受けたことを思い出しながら

話させていただきました。 

本日の岩森会員による卓話「変化するﾛｰﾀﾘｰ情報」期待しており

ます。 
 

 

 

＊グループ６･７･８会員合同研修セミナーについて 

日時 ３月１７日（日）１３時～ 

会場 国際会議場 ダリア 

義務者は入会５年未満の会員、ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ、次年度理事

役員の方々です。その他希望者もＯＫです。（案内ＢＯＸ配布） 

＊２０１３－１４年度ロータリー手帳 １部６３０円（回覧） 

＊抜粋のつづり（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

次年度幹事報告  久保豊年会員 

本日例会終了後、被選理事会を開催します。 

社会奉仕委員会  迫委員長 

東日本大震災復興支援事業の関連で支援先よりお礼状を頂きま

したので、披露いたします。 

野球同好会 

本日練習を行います。 

 

 

 

■本日の例会   ２０１３年２月２１日（木）   第２１２２回

ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『世界におけるポリオの現状』 

 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

 小児科学 教授 小林正夫 氏 

前回例会報告  ２０１３年２月１４日（木） 第２１２１回 

会長時間               会長   水野  勝 

幹事報告               幹事   山内 盛利

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

【自主出宝】 

久永会員 ３７年の長きに亘り、元気に出席できましたことは皆様

方のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟのお陰と感謝致します。 

伊藤会員◇ 妻の誕生日にお花をいただきありがとうございます。

京都から感謝のﾒｰﾙが届きました。誕生日が結婚記念日でもあり

３２回目を無事迎えることができました。 

下前会員･原田会員･久保田会員･上田会員･中嶋会員･丸本会

員･山村会員 今日のニコニコが２件と聞いて出しました。 
 

当日計 10,000 円（内、ｗｅｂ0 円） 累計 882,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『変化するロータリー情報』 
 

ロータリー情報委員会 

岩森  茂 会員（パストガバナー） 

ロータリーとは？ 

クラブで自己研鑽に励み、自己の職業倫理を

高め、社会に奉仕しようとする個人の集まる団

体。 

ライオンズクラブとの違い 

源流はロータリアンが脱会して作ったもの各人

が最大の利益をあげ、それを社会への奉仕と

して還元するもの。多くの資金は社会奉仕に投じ、例会は月２回、

夜間が多い出席には厳しくない。 

ＣＬＰとは？ ＣＬＰの推奨 

Ｃｌｕｂ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｐｌａｎ は、２００６年頃より当地区に取入れが始

まった。当時アンケートをとったが、各クラブで委員会設置がバラ

バラであった。 これを統一することは大変であったが、どうにか軌

道にのったと思っている。 

ＣＬＰの問題点 

クラブメンバーの多少によって、バラバラの委員会が設置されてい

たが、私がガバナーの時、これを統一することが可能であることを

説いた。 

ＲＬＩについて （Rotary Leadership Institute) 

多地区合同研究会である。 

今後益々盛んとなるであろう。 

Ｆｉｒｅｓｉｄｅ ｍｅｅｔｉｎｇ が組織化されたもの。 

草の根的 ｍｏｔｉｖａｔｉｏｎ の高揚から、潜在能力の養成に役立つ。 

職業倫理について 

①４つのテスト 

②ｈｅ → ｈｅ ａｎｄ ｓｈｅ → ｔｈｅｙ 

Ｏｎｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅｒｖｅ ｂｅｓｔ 

③無料奉仕は職業奉仕か（社会奉仕？） 

国際奉仕について 

・ポリオプラス活動を正しく理解しているの？ 

・第２７１０地区はこの奉仕活動に弱い 

・ポリオに結核、ジフテリア、破傷風、百日咳、麻疹（はしか）を加

え、ポリオプラスという。 

新世代奉仕には光と影がある 

ロータリーは日の当るところのみ奉仕している。 

影でなく新世代には影の部分を教えていない。 

・未成年の喫煙と犯罪。 

・ロータリーは３Ｈ問題のみ取り上げている。 

喫煙問題 

国際ロータリー細則２．０５０より 

喫煙が個人の健康に有害であることを認識し、会員ならびに来賓

は各自、ＲＩの名のもとに開かれる会合及び行事を通じ、喫煙を控

えるよう奨励されている。 

 

職業奉仕の意義 

ロータリーの原則に沿って、自から自分の職業を律し、併せてクラ

ブでの開発したプロジェクトに応えることを目的とする。 

ＲＩ将来計画委員会について 

原語は Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｐｌａｎ (戦略計画） 

私ののぞむところは、ロータリアン個々がＩｎｉｔｉａｔｉｖｅ ｏｆ Ｃｈａｎｇｅ

常に変革を議論しあうことがある。 

地区内のＥ-Ｃｌｕｂについて 

福山で天野ＰＧが努力されて立ち上がった。今後に大きな問題が

あるが、大いに期待する。 

以上 
 

 

 

今年度の東日本大震災復興支援事業として行った浅海漁業養

殖資材の支援先から下記のお礼状を頂きましたので、ご紹介いた

します。 

 

拝啓 

立春の候 貴殿におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し

あげます。 

過日は、気仙沼南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ“絆”委員会を通じ、「３．１１ 東日

本大震災からの復興祈念、浅海漁業養殖資材支援事業」として

養殖関連資材のご支援を頂き厚くお礼申しあげます。ご支援頂き

ました養殖関連資材につきましては、当地区養殖漁業の復旧・復

興に是非役立たせて頂きたいと存じます。 

さて、一昨年の３月１１日に発生した東日本大震災により、気仙沼

市としてもかつて会見した事のない未曾有の被害を受け、多くの

尊い市民の生命と財産が奪われましたが、貴殿をはじめ全国各

地から様々な形でのご支援を頂き、絶望の淵に立った多くの市民

に、生きる力と再び立ち上がる勇気を与えて頂きました事は誠に

感謝に堪えません。 

あの大震災から間もなく二年が経過しようとしております。この間、

当支所におきましては、一日も早い漁業の再開を目指すと共に、

被災した養殖施設の早期復旧に取り組んで参りました。 

皆様方のお陰をもちまして、唐桑地区の養殖漁業は、昨年いち早

く復旧した若布・昆布が春先から初夏にかけて収穫を終え、その

後ホタテ貝の出荷を行い、現在牡蠣の出荷を行っているところで

す。養殖施設は順調に復旧作業が進んでいるものの、陸上施設

の復旧が思うように進んでいないのが現状です。小型漁船漁業に

おきましても、徐々にではありますが震災前の操業形態に戻りつ

つあります。 ～中略～ 貴会からのご支援に対し、唐桑地区の

漁業者が大変感謝していることを会員皆様方に宜しくお伝えいた

だければ幸いです。最後になりますが、貴会の今後ますますの御

発展と会員皆様方のご健勝とご活躍を心よりご祈念申し上げお礼

とさせて頂きます。本当に有り難うございました。        敬具 
 

宮城県漁業協同組合唐桑支所 

運営委員長  畠 山 政 則 
 

 

■出席報告 

２０１３年２月１４日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６５名  欠席 １５名  来客  ２名 

１月３１日例会出席率  ９８．７０％ 

１月度平均出席率    ９８．３５％ 

■お客様ご紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

佐藤 守幸 様（竹原） 米川  晃 様（広島東南） 

■次回例会 ２０１３年２月２８日（木） 

  卓話 『年男の弁 Ｐａｒｔ３』 

 鈴木会員・二井会員・深川会員 

卓話時間            ロータリー情報委員会担当 東日本大震災復興支援事業 報告 


