国際ロータリー第 2530 地区

2012-13 年度

7月9日(月)号

WEEKLY REPORT
福島グローバルロータリークラブ

週報

● 例会場：開成山大神宮参詣者休憩所 ● 開会点鐘：19:00
● 事務局：〒 960-8031 福島市栄町 1-35-1602
● 連絡先：080-6043-8035 ● Mail：fglobalrc@gmail.com
Program
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誰の仕事でもない仕事を自分の仕事とする組織は成長する。

５大常任委員長スピーチ

今、日本のロータリー活動が衰退している原因もここにあるよ
うに思います。そしてもうひとつ

新年度の委員会方針発表！

真の幸せは自由の中にではなく、義務を甘受する中にある。
サン = テグジュペリ
そして最後は 3 つの幸せという話。
１つはもらう幸せ

他者から受ける愛情や優しさ

２つ目は出来る幸せ

練習して、失敗してできるようになる達成感

３つ目はあげる幸せ
なかなかこのレベルには達することができないものです。し

会長あいさつ
2012-13 年度

山田

会長

覚

かし、子供はこの状態にある子が多いものです。子供の純真な
与える幸せを持ったまま成長していきたいものです。

クラブ奉仕委員会
2012-13 年度

本日は各委員長の今年度

クラブ奉仕委員長

の方針をご記入いただきま

小沼

す。しかしながら、今後の
各委員会の活動の詳細に関
してはクラブ協議会で今月
と来月を使って決めていき

基本的には昨年度の山田
委

員長のお仕事を受け継ぎ、
クラブ運営の企画運営に貢

たいと考えています。ここに矛盾がありますことを皆さんにお

献していきたいです。現状

詫びしなければいけません。これから決めることをなんで先に
書けるんだ、という話です。本来であれば、理事選挙の後すぐ
に、会長エレクトと次年度の委員長は次年度の方針策定の機会
を設けて大枠のプランを建てるべき、でした。ロータリーは 1
年で人が変わりますが、こういった気づきは蓄積しつつ改善を
加え、世代交代とともに失われないようにしなくてはいけませ
ん。この選挙後の次年度会議は理事会に図ってみようかと思い
ます。
さて、先週広島に行って参りました。ダスキンの後継者ネッ
トワークというものがございまして、2 世、3 世の若手の集ま
りで、年に 1 回各地持ち回りで大会を開催し、親睦と研鑽の
会です。広島は言わずと知れた原爆が投下された場所でありま
す。今回の大会も平和を掲げておりましたが、田中作治 RI 理
事も奉仕を通じて平和を、というテーマでもあり、非常に心が
惹かれる場所であります。おみやげにもみじ饅頭を買って参り
ました。皆さんでお召し上がりください。
大会当日はイエローハット創業者であり 2010 年に相談役を
おやめになられた鍵山秀三郎さんの講演を聞きました。その中
で心に残ったフレーズがありましたので皆様にご紹介します。

博義

のおおまかな方針案として
は以下です。
• 長年の懸念だった会報の発行、これを充実させる
• クラブ運営の省力化と最適化
当委員会は細々とした仕事が多いですが、しっかりと取組み、
新しいチャレンジの足場作りをしていきたいです。
小委員会ごとの大まかな活動案は以下です。
( 出席・プログラム委員会 )
• 席率の向上を目指して毎月の出席率をおしらせする。
• 毎回のプログラム作成に協力する。
( 会報・情報委員会 )
• 皆さんのご協力をいただきながら、会報や WEB を整備し
ていく。
( 親睦・スマイル )
• 今年もぜひ一泊旅行を企画する。
• 国際大会へはなるべく多くの会員で参加。

( 増強・広報委員会 )
• ロータリアンジュニア ( 息子さんや娘さん ) などへの積極的な
お声がけ。
• 3 年を経過しクラブとしての歴史も積み重なってきたので、
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• クラブ PR につながる資料作成・データの整備をする。
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本年もどうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会
2012-13 年度
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地区委員会総会報告
米山学友会総会報告
鈴木

社会奉仕委員長

和田

聡史

今年度当委員会の目標・
方針ですが、
「福島グロー
バル RC の特性を生かし、
社会奉仕のあり方について
検討し、実践する。
」とい
うことで考えています。方針案としては、当クラブならではと
してキーワードを 3 つ挙げたいです。
1. 県内全域から集まっているのでその特性を活かして何かで
きないか。

美恵子

7 月 7 日に地区委員会総会がありました。奨学金および学友会委員とし
て今年の地区の主な方向性を聞いてまいりました。その中でいくつかかい
つまんでシンプルにお話したいと思います。
・クラブ奉仕委員会
新クラブを作るように頑張る。ロータリー認知度とイメージ向上。
・社会奉仕委員会
地区の目玉の行事としていわきアリオス、南相馬ゆめはっとでミュージ
カル 「葉っぱのフレディ」実施。無料で予定。
ガバナーが実行委員長

名誉実行委員長

８月２３日

６時半開演

８月２５日

２時開演

日野原先生です。

いわきアリオス
ゆめはっと

新世代委員会も中心となって行う。交流会なども企画。
・国際奉仕委員会

2. グローバル

国際的メンバーで出来ないか

3. ローコスト

お金をかけないで出来ないか

ローターアクト、インターアクト、ライラ、青少年交換など目立った活
動がある。

クラブ特性を考え、何かできないかと思っています。
計画ですが、それぞれの小委員会で担当し、

交流

をはかる機会をつくりたい。

・東日本大震災復興支援活動

チンタカ

上記 3 つの活動を実施したいと思います。

クマーラ

ウィジェシンヘ

先日 2530 地区の米山学友会総会に出てきました。私は会長を引き続き

国際奉仕委員会
2012-13 年度
国際奉仕委員長

鈴木

美恵子

昨年度は大寺さんが頑
張っていただいたので、
受け継ぎつつ発展させた
い。
・国際理解、異文化交流
・まだ道が長いであろう震災の復興へ向けた活動
という方針で進めたい。活動計画といたしましては、
・出前事業を本年も続けたい。質を高めてゲストなども考えた
い。
7 月 6 日にロータリー財団の平和フェローであるアリソンさ
ん ( フォトジャーナリスト ) にハイチ地震、スリランカ、イン
ドのポリオ撲滅運動にかかわったことなど、盲学校に来ていた
だきスピーチをただき交流をしました。本校にはバシャラット
さん、アンさんに続いてきていただきました。
・マンパサン RC には昨年大寺さん、角田さんと行ってきまし
たが今後とも交流を深めたい。かながわ湘南 RC や他の新世代
クラブとも MG など計画したい。
・米山奨学生の受け入れはチンタカさんに担当していただき、
寄付とともに委員会・クラブとして支援していきたい。
・地区委員会から青少年交換学生を受け入れられないか話が
あった。トルコの学生とのことです。もちろん受け入れには受
け入れホスト・学校など解決しなくてはいけないことがあるが、
・国際大会参加人数を多くしたい。

福島へいらっ

インターアクト３つ新設、ローターアクト増員、ロータリアンと

近隣清掃などの地域社会奉仕

できれば進めたい。

本年度もブースを出す ( 震災復興

しゃい！ )
・新世代委員会

・猪苗代湖水質改善のための水草清掃作業
・地域に根ざした社会奉仕活動

協力していきたい。広島平和フォーラムの計画。

リスボン国際大会

することになりました。今年は学友会の活動としていくつかの行事をする
ことになりました。１０月１３日は米山記念会館訪問。新しい活動として、
奨学生の方が９月・２月レポートをかいて米山財団へ送るのですがこの発
表会をすることに決まりました。これも１０月に予定してます。集まるこ
とが難しいので３つの地域にわかれて福島、会津、浜通り近辺とわけてで
きる段取りをとりました。
できるだけ会員数を増やして、これからもみなさんの力をお借りしたい
です。よろしくお願いいたします。

幹事報告
■ 日韓親善会議 チラシについて
素晴らしい内容のようなので、ご興味のある方は是非参加を。
登録料は２２０００円とのことです。
■ 地区ロータリー財団セミナー
７月２８日（土）１１：００登録開始 １４：３０閉会予定
２０１２−１３年度は財団の新システムへの移行期間です。
次年度から仕組みがガラリと変わるので是非参加を。もちろん例会でも
報告をします。
■ 大阪ネクスト RC から
１０月１３日の創立５周年記念式典での「新世代クラブについてのセッ
ション」のお願いが届いております。こちらは理事会で審議したいと思
います。以上ご報告まで。

本日のプログラム

1. 開会点鐘
2. 今月のロータリーソング 『我らの生業』
3. 四つのテスト
4. 会長あいさつ 山田 覚 会長
5. ５大常任委員長スピーチ
6. 各委員会報告
7. 幹事報告
8. 閉会点鐘

出席：11 名
スマイル報告：1000 円

今月のプログラム予定

第１回例会 7 月 2 日
第 2 回例会 7 月 9 日
第 3 回例会 7 月 23 日
第 4 回例会 7 月 30 日

ニュータージマハル
開成山大神宮
開成山大神宮
開成山大神宮
※７月 16 日は海の日で休会です
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