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平成２６年１月２８日（火曜日） 第２，５５４回
【月間テーマ】 ロータリー理解推進月間
＜例会報告 NO.27＞

☆会長挨拶（尾形 和夫）

4 みんなのためになるかどうか

クラブ協議会・活動中間報告

今大会には中学生 17 名、高校生 1 名の出場となり、ただ英
語の発音だけでなく、身振り手振りを交えた表現力と暗記力の
素晴らしいスピーチで、大変感動したところです。
英語はもはや世界を一つにするための共通語であり、各国々
の風土・政治・文化そして、生活習慣を知るうえで、必要不可
欠な言語であります。
英語弁論大会を通し、生徒の英語に対する興味・関心や表現
力などを一層高めるとともに、地区内中学校・高等学校の英語
教育の充実・発展につながればと思っているところです。
さて、本日はクラブ協議会の活動中間報告となっております

皆さん、こんにちは

ので、宜しくお願いします。以上で、会長挨拶といたします。

毎日寒い日が続いておりますが、現在、ノロウイルスが猛威
を振るっております。

☆幹事報告

先日、静岡県浜松市の小学校で食パンが原因の集団食中毒が
発生し、県内でも上山市の旅館に宿泊した大学生らが発症する
など、今年の患者数がすでに 109 人を数え、県では注意報を出
しました。また、先日、京都市伏見区の蘇生会総合病院では、
昨年 12 月から入院患者や従業員 101 人が感染性胃腸炎を発症
し、うち 83 歳から 91 歳の男女の入院患者 4 人が死亡したとい
うことです。いずれもノロウイルスによる食中毒が要因という
ことです。ノロウイルスは熱いから増殖するのではなく、寒い
と増殖するのだそうです。くれぐれも会員皆さんにおかれまし
ては、健康管理には充分留意していただきたいと思います。
話は変わりますが、先日 23 日に恒例の当クラブ杯英語弁論

・2 月のロータリーレートは１ドル＝102 円となっています。
・白鷹 RC よりスキーやボードを楽しんで、寒タラを食べる会

大会を開催しました。渡辺青少年奉仕委員長と私が出席してお

2/6（木）に行います。寒タラのみでも結構です。

ります。後ほど渡辺委員長より報告があると思いますが、この

・横澤寿彦会員が R 財団に＄2,000 を寄付されました。マルチ

度、補助金より新しく大会看板を設置しましたが、今回が 40

プルポールハリスフェローの承認を受けられました。バッチが

回目の節目の大会となり、丁度よい機会となったようです。

届いております。

☆クラブ協議会・活動中間報告
会場監督 SAA
皆さんに温かい目で見守っていただき半分を折り返すこと
ができました。後半こそは失礼のないよう運営を行っていき
ますのでよろしくお願いします。
ニコニコ BOX 委員会
目標 70 万円。ちょうど半分の折り返しの時点で 38 万 3 千
円と約半分であり、計画通り進んできます。
昨年は 35 万 8 千円とほぼ同じペース（今年のほうがちょ
っと多い）です
会員増強・会員維持常任委員会
会員増強委員会と合わせて報告します。委員長は齋藤委員
長ですが、入院をされていましたので、わたくし（菅会員）
が代わりにご報告します。純増 1 名（3 名入会・2 名退会）
昨日も新入会員をあたっております。最後には目標達成した
いと思います。
会員選考・職業分類委員会
常任委員会の菅委員長のお話した通り、大滝会員・那須会
員・大道寺会員の入会、佐藤会員と塚田会員が入れ替わりと
なっております。昨年度に 3 名減となったため、これでもと
に戻りました。これからが純増となります。2 名ほど未成熟
の状態になっておりますので、3 名くらいの入会の予定をし
ています。
クラブ管理運営常任委員会
遠藤幹事が代弁。各クラブとも計画通り進んでおり、行動
していると思います。後半は出席率アップを課題としていき
ます。
ロータリー情報委員会
遠藤幹事再度代弁。昨年暮れに新入会員セミナーを実施し
ました。引き続き会員の育成などに力を入れていきたい。
広報・ICO 委員会
井上会員代弁。ロータリーの友を月１回実施。また、HP
更新を予定しています。
出席委員会
主な活動としては毎週メールで出席案内を配布しています。
今後は間違いなくメールを流すよう努力していきます。また、
新入会員のメールアドレスの確認も行っていきます。
親睦委員会
大山会員代弁。年間の 3 分の２が終わり、４クラブ合同例
会の担当という大役もありました。残るは長井中央 RC との
観桜会と最終例会後の懇親会を残すのみとなりました。
プログラム委員会
齋藤圭央会員代弁。各委員会や会員からの協力もあり、
11/26 福島県人交流会、7/30 夜 落語とビールの夕べ 10/15
ﾊﾞｰﾄﾞｾﾞｯｷﾝｹﾞﾝ氏の卓話を実施しました。
また、観光関連のゲスト卓話として、山形鉄道・飯豊観光
協会会長・みそベコラスク開発者・立教大学教授の卓話を実
現しました。
クラブ会報委員会
DVD の録画をしていますので、ご希望の方がいればよろ
しくお願いします。会報は、遅れることもありましたが、先
週分まで完了しています。HP のアップは行っていませんで
したので、直近分よりお願いしたいとおもいます。
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会
渡辺清隆会員代弁。社会奉仕・青少年奉仕・職業奉仕、各
事業に対し PR 活動を計画通り行っています。
社会奉仕委員会
地区の方針として被災者に対しロータリーとして何ができ
るかを考えています。いっこく堂のショーへ招待したことは
大変喜ばれました。

被災者の交流会も実施し、意見交換を行い、要望について
は市へ説明に伺いました。3/4 に第 2 回目の交流会を実施す
る 予定です。質疑応答を行う予定です。また、合同観桜会
にも何名か招待する予定です。
青少年奉仕委員会
生涯プラザ 2 階の第一研修室にて長井 RC 主催英語弁論大
会を実施しました。中学校 17 名・高校１名参加していただ
き、米沢東高校から 2 名の審査員をお願いしました。
また、スピーチコンテストと同じくらい立派な看板ができ
ました。
職業奉仕委員会
ロータリーの目的を唱和する・・・達成しています
４つのテストを第 2 例会時に唱和する・・・毎月 1 回は行
っています。
職業奉仕月間に卓話をする予定でしたが、卓話ができなか
ったかわりに、慈光園の訪問を行いました。
目標として会員の卓話を最重要課題としています。
ロータリー財団・国際奉仕常任委員会
ロータリー財団・米山奨学会員会
国際奉仕委員会
昨年から未来の夢計画を実施している。3 年前に寄付した
ものが地区に戻ってくる。この寄付を地区に有効に使う・・・
英語弁論大会にて横断幕と看板の設置を行い PR 活動を行っ
た。
次年度は LED 街灯の設置の一部にプロジェクトを組めな
いか調整中。
10 月に 2800 地区佐藤豊彦財団委員長の卓話を実施。年度
がまたがっていることを考慮した人事を考えてほしい。
ニコニコボックスは財団委員会の地区補助金に含まれてい
るのが理想。現在当ＲＣでは未実施。
赤間先生が国際奉仕委員会をずっと行ってきた。RC 自体
がアメリカ発祥であり、世界全体を理解することが非常に大
事。
幹事より
ガバナー月誌に出席率が毎回記載されてある。長井は 11
月の出席率が 59.38％ 累計で 65.82％ 2800 地区内でもワ
ースト 3-5 今後出席率を上がるように考えなければなりま
せん。
渡部 PG より
① 委員長が休むということは非常に残念。もっと委員長は
責任を持ってもらいたい。
② 会報は言葉を小さくてもいいので多く、写真は少なくし
てください。昔は一字一句漏らさず書きました。
③ 大委員長はもっと会議を開かなければならない
④ 会員の卓話を実施してください。
⑤ 活動計画に当 RC の細則は記載されていますが、委員会
についても非常に細かく記載されています。

☆次回以降のプログラム
２月分
4 日 ゲスト卓話
置賜保健所 地域保健予防課
精神保健福祉担当 保健師 後藤 真裕子 氏
18 日 会員卓話
国際奉仕委員長 伊藤 克也 会員
25 日 ファイヤーサイドミーティング
＜早退届け＞
・瀬尾 雅広 会員

