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２０１３年１月２３日　第２０８９回例会　VOL. ４４　No. ２８

■司　　会　ＳＡＡ　田川　富男

■開会点鐘　会　長  山崎　良三

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　
■本日の欠席者
内田、二宮、福村

■ビジター
大友　浩幸殿 (岩沼 RC 会長 )

大友　由紀殿 (大友会長ご夫人 )

小野　　勉殿 (岩沼 RC 次年度会長 )

渡辺　真多殿 (岩沼 RC 副幹事 )

橋本　昌明殿 (綾瀬 RC)

北瀬　達也殿 (横浜鶴峰 RC)

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷ロータリークラブ

■会長報告
　先日地区第５グループ会長、幹事会に出席

して参りました。田中ガバナー補佐が風邪で

欠席されていましたが、被災地復興支援の一

環としての福幸めんを、各８クラブの会長に

パンフレットとオーダーシートを配って参り

ました。復興支援部会委員長よろしく御願い

します。

　復興支援義援金贈呈　鶴峰 RC 北瀬会長と共に

○地区関係

１）意義ある業績賞候補プロジェクト募集

応募締め切り　２月 15 日

２）未来の夢計画について

　今年 7/1 日から始まる未来の夢計画につい

て要約を話します。今までの補助金とどう違

うか一言で言いますとプログラムが簡素化さ

れ、より持続可能性が高いプロジェクトが実

施出来る様になったという事です。いままで

12 種類有ったものが３種類に絞られましたの

で解り易くなりました。

　１番目は地区財団資金で有ります。活動内

容は例えば学生への奨学生制度、GSE に類似

した文化交流、地震被災地の学校の修理、医

療機関への設備提供及び研修等の身近で短期

のプロジェクトへの補助金制度で今までと同

じと考えて良いと思います。

本日の出席率   89.20％

本日の出席数       25 名会 　 員 　 数  　 34 名

修正出席率   　 100％

「奉仕を通じて平和を」
2012-13年度 RI会長／田 中 作 次　　RI.D2590ガバナー／露 木 雄 二　　横浜旭RC会長／山 崎 良 三
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　２番目は国際財団活動資金で有ります。プ

ロジェクトが３万ドル以上の活動資金で長期

的のものに成ります。

　３番目にはグローバル補助金制度で有りま

す。ポリオプラスなどの大規模で国際的な２

国間以上参加のプロジェクトで持続可能のも

のになります。

　また制度上の制約が有ります。補助金資金

を受ける為の資格として補助金管理セミナー

に会員１名を出席させなければ成りません。

その上で参加資格を得てクラブ役員の責務、

財務管理、銀行口座に関する要件、補助資金

使用に関する報告、書類の保管等の要件を満

たす事を必要とされます。３番目のグローバ

ル補助金の重点分野に次の６項目が有ります

のであらためて説明致します。

①平和と紛争予防　②疾病予防と治療　

③水と衛生設備　　④母子の健康

⑤基本的教育と識字率向上　

⑥経済と地域社会の発展

■松本会員、奥様とベビーちゃん！　　　　

■地区ガバナー事務所より　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ガバナー　露木　雄二

　国際ロータリー 2590 地区

「ロータリー検定問題集 (2012-13 年度版 )」

をお届けします！

　今年度の一つの試みとして、ロータリーや

地区の事をクイズ形式で楽しく学ぶことを目

的に、地区役員、ガバナー補佐、地区委員長

が問題を作り、様々な折に実施したものを、

地区 R 情報・広報・IT 委員会で編集し、一冊

にまとめたものです。各クラブに一部ずつお

送りいたしますので、ご活用いただければ幸

いです。

■岩沼の幼稚園からお礼の手紙　　　　　　

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

大友　浩幸殿他３名 ( 岩沼 RC) ／初めて４人

でメーキャップにお伺い致しました。違和感

を感じないのは何ででしょう ? 今年もよろし

くお願い致します。

橋本　昌明殿 ( 綾瀬 RC) ／久し振りにお伺い

しました。よろしくお願いします。

北瀬　達也殿 ( 横浜鶴峰 RC) ／先日のチャリ

ティーコンサートはお疲れ様でした。若者が

一生懸命に取り組む姿は、見ていて気持ちが

良いですね！また、新川さんのギターの腕前

に感心しました。

山崎　良三／岩沼ロータリークラブの皆様、

鶴峰の北瀬会長、綾瀬ロータリークラブの橋

本様、ようこそいらっしゃいました。

青木　邦弘／①岩沼ロータリークラブの皆様、

ご来訪心から歓迎いたします。②私ごとです

が、10 日夜酔っ払って、風呂場で転倒しまし

た。ガラスが割れ、左背中３ヵ所 20 針、左腕

３ヵ所 25 針縫いました。酒、タバコは傷口が

腐食するとのことで止められました。金曜抜

糸、酒は少しずつ慣らしています。タバコも

そろそろと思っております。ご心配をおかけ

しましたが、後２週間で完治予定です。

吉原　則光／遠路岩沼ロータリークラブから

お越しくだされ、有り難うございます。卓話

よろしくお願い致します。

安藤　達雄／岩沼ロータリークラブの皆様よ

うこそ。ご遠方のところご苦労様です。
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北澤　正浩／初めてスマイルリポートを出し

ます。みなさんからの歓迎メッセージありが

とうございました。

五十嵐　正／岩沼ロータリークラブの皆さん、

本日はようこそ。友好の更なるステップアッ

プを期待しております。

斉藤　善孝／①岩沼ロータリークラブの皆さ

んようこそおいで下さいました。横浜を充分

楽しんでいって下さい②鶴峰ロータリークラ

ブ会長北瀬さん、ようこそ。

新川　　尚／岩沼ロータリークラブの皆様よ

うこそ！

矢田　昭一／岩沼の皆さん遠路ようこそ。ご

ゆっくりしてらして下さい。

兵藤　哲夫／①岩沼ロータリー４人のメン

バーの方。②綾瀬ロータリークラブの橋本様

③鶴峰ロータリークラブの北瀬様、皆さんよ

うこそ横浜旭ロータリークラブへ！！

倉本　宏昭／①岩沼ロータリークラブの皆様、

遠いところお出で下さいましてありがとうご

ざいます。例会を楽しんで下さい。②綾瀬ロー

タリークラブ橋本様、鶴峰ロータリークラブ

北瀬様ようこそ。③皆様、寒い折です、神経

痛に気を付けましょう。

安藤　公一／岩沼ロータリークラブ大友会長

ご夫妻、小野次年度会長、渡辺副幹事ようこ

そいらっしゃいました。心より歓迎申し上げ

ます。

市川　慎二／岩沼ロータリークラブの皆様よ

うこそ。

後藤　英則／岩沼ロータリークラブの皆様よ

うこそいらっしゃいました。

田川　富男／岩沼ロータリーの皆さん、旭ロー

タリーにようこそ。岩沼を教えて下さい。

小島　宏樹／岩沼ロータリークラブの皆様、

綾瀬ロータリークラブの橋本さん、鶴峰の北

瀬さん、ようこそおいで下さいました。ゆっ

くり楽しんでいって下さい。

千葉　和裕／①岩沼ロータリークラブの皆様、

遠路はるばる有難うございます。②橋本様、

いよいよ当クラブへ引っ越しですか！！

関口　友宏／岩沼ロータリークラブの皆さん、

綾瀬ロータリークラブの橋本さん、ようこそ。

■卓話「岩沼 RC  大友会長 挨拶」　

　横浜旭ロータリークラブの皆様、こんにち

は。只今、ご紹介をいただきました岩沼ロー

タリークラブ会長を仰せつかっております大

友浩幸でございます。

　一月中は新年のご挨拶をしてもよろしいと

のことでしたので、あらためまして、新年あ

けましておめでとうございます。昨年中は大

変お世話になりました。本年もどうぞよろし

くお願い申し上げます。

　横浜旭クラブの皆様の元気な笑顔にお逢い

することができましたこと大変嬉しく思いま

す。また、ご家族の皆様、会員企業の皆様が、

お健やかに新年をお迎えになられましたこと

と拝察し、衷心よりお慶び申し上げます。

　時の流れは早いもので、あの東日本大震災

からもうすぐ二年を迎えようとしております。

我がふるさと岩沼市においては、復旧・復興

の中、津波により家屋が流出した地域の集団

移転が決定し、移転先の造成工事も着々と進

行しております。被災地東北のどこよりも早

い移転計画が実現化されており、今年の秋ご

ろからは住宅建築が開始される予定で進んで

おりますことから、仮設住宅、そしてアパー

ト等から一日でも早く、我が家へ戻れること

を日々待ち望んでいるところであります。

　さて、横浜旭ロータリークラブ様とは、震

災後、被災地視察で多くの会員の皆様でご来

訪いただき、亘理の田園で初めてお逢いして

以来、インターシティミーティングでの発表、

旭区民祭りへの参加など、着々と交流を深め

てまいりました。そして本日、小野副会長、

渡辺副幹事と共に、横浜旭ロータリークラブ
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　　　　左 : 渡辺さん    右 : 小野さん ( 岩沼 RC)

様の例会に初めて訪問させていただくことに

なったわけであります。

　千葉会員様より内々で打診のあった件、す

でに岩沼クラブの理事会では決定しておりま

したが、本日の例会に出席させていただき、

正式に横浜旭ロータリークラブ山崎会長様へ

当クラブとの友好クラブ締結のお願いに参っ

たしだいであります。

　あの日あの時、被災地クラブへのメーキャッ

プ希望の一本の電話、その横浜旭ロータリー

クラブ千葉様からの一本の電話から始まった

出会い、そして絆、偶然をも必然に変えてし

まう…そんなロータリークラブの素晴らしさ

をこれからも共に大切にしていかなければな

らないと痛感いたしております。

　本来ならば、この度の東日本大震災でご支

援いただいたすべてのロータリークラブの皆

様と友好締結をいたしたいところではありま

すが、私は横浜旭ロータリークラブ様にお願

いすることにいたしました。これからも気兼

ねなく、昔からの友達同士のようなお付き合

いが出来れば幸いであると願っております。

　本当は、もう一人、当クラブの小野照代会

員が本日の例会に出席すべきところではあり

ましたが、所用の為同行できないとのことで、

横浜の皆様にくれぐれもよろしくとの伝言を

預かってまいりました。その変わりといって

はなんですが、私の家内、大友由紀がついて

参りました。皆様、どうぞよろしくお願い申

し上げます。実は会社には、婦人同伴の例会

なのだからと、少々嘘をついて家を出てきま

したので、くれぐれも内緒にして下さいませ。

お願いいたします。

　そして、今年度もまた、横浜旭ロータリー

クラブの皆様には、多大なるご支援を頂戴い

たしておりますこと、衷心より御礼申し上げ

ます。

　まず、第 2520 地区第８分区 阿武隈ゾーン

一つ心に復興委員会が提唱する「仙台空港に

モニュメントを建立する」事業には、早速ご

協力をいただいたと報告が届いておりました。

誠にありがとうございました。

　また、矢田会員様におかれましては、二年

続けて多大なるご支援を頂戴し、一昨年同様、

年末に岩沼西こばと幼稚園、岩沼さくら幼稚

園、竹駒保育園、そして岩沼市の施設、杉の

こ学園を訪問させていただきました。サンタ

クロースに変身したロータリアンが、園児代

表の子供たちへお菓子や文房具などのプレゼ

ントをお渡してまいりました。さくら幼稚園

ではサンタのズボンが脱げそうになるハプニ

ングもありましたが、子供たちからは大変喜

ばれ、お返しに御礼の手紙や歌のプレゼント

をいただきました。良い子にしてたら来年も

また来るかもね…とまたまた約束をしてきて

しまいました。子供たちの無邪気な笑顔は私

たちへの最高のご褒美でなのであります。矢

田会員様、本当にありがとうございました。

　本日は子供たちからの御礼のお手紙を預

かってまいりました。よろしければ今年もま

たご協力をお願いいたします。

　また、トマト米粉麺に対しても分区をあげ

て多大なるご支援を賜り、本当に頭の下がる

思いであります。すべて横浜旭ロータリーク

ラブの皆様の絶大なるご理解とご協力の賜物

であることに深く感謝いたしております。誠

にありがとうございました。

　結びに、新年にあたり、本日ご出席の皆様、

会員の皆様、会員のご家族の皆様、そして会

員企業の益々のご繁栄をご祈念申し上げ私か

らの挨拶とさせていただきます。本日はご迷

惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願

い申し上げます。

■次週の卓話
　　後藤　禎和殿
　　( 早稲田大学ラグビー部監督 )
　　　　　　　　　　週報担当　川瀬恵津子


