国際ロータリー第 2530 地区

2012-13 年度

8 月 20 日 ( 月 ) 号

WEEKLY REPORT
福島グローバルロータリークラブ
● 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

ようこそ！福島へ！
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本日のゲスト 大阪ネクストロータリークラブ様
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ゲストスピーチ

新生代クラブとしての楽しさや悩みなど・・・
大阪ネクストロータリークラブ
2012-13 年度 会長
こんどう

近藤

会長あいさつ
福島グローバルロータリークラブ
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山田

会長

覚

本日は大阪ネクストロー
タリークラブから、本年度
会長の近藤

菜穂子 ( こん

どう

なほこ ) 様と、幹事

の表

泰之 ( おもて

ひろ

ゆき ) 様にお越しいただきました。
大阪ネクストロータリークラブ様は 5 周年記念式典に当た
り、新世代クラブのディスカッションを企画されております。
それもあって全国の新世代クラブを回っていらっしゃるとのこ
とで、本日は大阪からお越しいただきました。本当にありがと
うございます。
新世代クラブ同士、普段なかなかお聞きできないこともある
と思いますので、ぜひ本日の機会にいろいろお聞きできればと
思います。
さて、先日行われました 8 月 11 日の福島現代美術ビエンナー
レのオープニングでは多くの方にご協力いただきましてありが
とうございました。おかげさまで無事オープニングを迎えるこ
とができました。
特に石井さんと大寺さんには多くのご協力をいただきまし
て、この場をお借りして感謝を述べさせていただきたいと思い
ます。ありがとうございます。
石井さんからのメールにありましたように、平日の人員が不
足している状況でございます。角田さん、石井さん、私と平日
担当していますが、会員のみなさまでなんとかご協力いただけ
ないかと思います。
。どうぞよろしくお願いします。
本日は例会後、バシャラットさんのレストランでゲストお二
人の晩餐会を開きたいと思います。多くの方の参加をお願いし
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

FukushimaGlobal RotaryClub

なほこ

菜穂子 様

私は実は今日はじめて福
島に来ました。お目に書か
れること幸せに感じていま
す。駅前あたりを拝見しま
すと、まだ復旧工事などさ
れていて震災復旧で困難な中、例会をひらかれて感心します。
私も神戸の震災の時、自宅を被災しまして、家の中の壊れる
もの全て壊れて大変でした。
私ども大阪ネクストロータリークラブは現在 16 名でやって
おります。おそらくみなさまと共通の悩みを持っていると思い
ます。と言いますのは、距離や仕事の時間の問題で、なかなか
例会の参加者が集まらないということです。
とはいえ、一致団結してやるイベントなどの事業には集まっ
てやっています。
たとえば、昨年は「じごもん音楽会」これは、子どもの時か
ら美しい音楽を楽しむ機会を提供したい！という思いと、その
楽しい体験が同時に、援助の手を別の子どもたちに差し伸べる
ことにつながれば！という思いから始まりました。2 年間続け
ています。今年は現在検討中です。
その他にも青少年交換や米山奨学生の受け入れや、昨年まで
RI 理事が大阪におりましたので、ロータリー研究会参加など、
少ない人数なりに何かできることはないかと頭を捻って考えて
います。
会員増強は大きな悩みです。私たちのクラブではゲストデー
というものを設けてコメントをいただいたり、ゲームをしたり
といった機会を設けたりしています。誰でも何でもということ
ではなく、奉仕活動をいっしょにやっていける方を集めたいと
思っています。あせらず、しっかり一緒にやっていける人にぜ
ひ入会していただきたいです。
当クラブは 10 月 13 日にやっと 5 周年となりました。最初
は２０数名おりましたが色々なことで出たり入ったりです。こ
れからのロータリーを変えていく、あるいは何ができるかをみ
なさまと一緒に考えていきたいと思っています。これからもど
うぞよろしくお願いします。
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マンパサン RC へのメッセージ！

大阪ネクストロータリークラブ
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おもて
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泰之 様

「東北にメイキャップへ
いこう」というバッチが届
きまして、大阪は遠いです
が、本日はとても楽しみにして出張からこちらへ来ました。こ
の前は名古屋みらいロータリークラブさんへ行ったのですが、

We heard about the terrible flood and hope your member and your loved ones
are fine.Thinking you and your loved ones and wishing you all the best.

低い出席率など、結構悩んでいることは同じのようでした。

Your friend, Fukushima Global RC

私は親の代からロータリアンということで、小さい頃から奨

例会後に懇親会！

学生や留学生が身近にうろうろしておりまして、自然な形で入
ることになりました。昔からボランティアに関する関心は聞か
されていて、例えば私の母親はチェルノブイリ、ウクライナ、
ベラルーシ

ミンスク等に毎年行って注射器などを送っていま

す。私も過去にミンスクへ留学に行ってきました。母などは心
配してわかめを送ったり、何かできないかと支援しておりまし
た。ミンスクはチェルノブイリから 300km くらい離れている
のですが、厳しい中でも結構、経済活動をしています。震災に
向き合いながら消化していく、ということが何かすごく伝わっ
てきて、山場は 10 年後くらいなのかなと思っています。それ
を超えると消化して過去のものとしていくという気がします。
もうひとつ神戸での震災のこと。私は建築工学専攻でした。
今は流通で違うことをしています。神戸震災直後は、正直復興
は難しいと思いました。最近、商店街でクラフト展をやりまし
た。その時感じたのは、すごく人通りが良くなっているという
こと。気づいたら、ここが震災があった場所であるということ
が忘れるくらいの人通りが戻っている。神戸からも 17 年、時
とともに復興は必ずされると思っています。
私が言うのは申し訳ないことですが、共に超えていける部分
があればと思います。今日来れたことを感謝します。ありがと
うございました。

幹事・委員会等報告

ビエンナーレ実行委員長から
福島現代美術ビエンナーレ実行委員長

渡邊

晃一

いろいろお世話になっています。
今日 7 時頃に終わって増賀さんと一
緒に帰ってきました。これから一ヶ
月くらいビエンナーレは続きます。
北海道、大阪、東京などからもお越しいただいたり、空港内
の売り上げも伸びているようです。美術好きなメンバーだけで
なく、少しは他の方も取り込めたのではないかと喜んでいます。
私は今のところ皆勤賞で毎日空港へ行っています。これから
一月続けていくにあたり人員の不安があります。地域のために
も今後ともどうぞご協力をお願いします。ご報告まで。

Activities of membership
チンタカさんがスリランカでメイキャップ！
Rtn. Chinthaka and his wife visiting
the Battaramulla Club

FukushimaGlobal RotaryClub

■ハワイからヨガ教室のお願いの文書が来ました。
国際交流協会のイベント等があるので日程が厳しいと思います
が、参加の是非も含め詳細は理事会で決めたいと思います。
本日のプログラム
1.
2.
3.
4.

開会点鐘
今月のロータリーソング 『奉仕の理想』
四つのテスト
ゲスト紹介大阪ネクストロータリークラブ
会長 近藤 菜穂子様
幹事 表 泰之様
5.
会長あいさつ 山田 覚 会長
6.
ゲストスピーチ
7.
コミュニケーションタイム
8.
各委員会報告
9.
幹事報告
10. 閉会点鐘

出席：12 名

スマイルボックス：5000 円

≪

今後のプログラム予定
9 月は新世代のための月間

≫

• 8 月 27 日 第 8 回例会 開成山大神宮 参拝者休憩所
• 9 月 3 日 第 9 回例会 開成山大神宮 参拝者休憩所
♪誕生会 ○米山奨学金授与・奨学生スピーチ ○ロータリーの友勉強会
• 9 月 10 日 第 10 回例会 開成山大神宮 参拝者休憩所
【クラブ協議会】クラブ奉仕委員会・職業奉仕委員会・新世代奉仕委員会
• 9 月 17 日 祝日（敬老の日）のため休会
• 9 月 24 日 第 11 回例会 開成山大神宮 参拝者休憩所
○細則の改正について ○例会場ロッカーの整頓

http://www.f-global.jp/

