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２０１３年６月２６日　第２１０８回例会　VOL. ４４　No. ４７

■司　　会　ＳＡＡ  内田　　敏

■開会点鐘　会　長　山崎　良三

■斉　　唱　それでこそロータリー

　　　ＳＬ　後藤　英則

■出席報告

　 
■本日の欠席者
千葉、松本

■他クラブ出席者
倉本、松本 (横浜鶴峰 RC)

■会長報告

　今年度最終例会になりました。年度初めは

予算問題でごたごたし、大変迷惑をかけまし

て申し訳ありませんでした。吉原会員から多

額の寄付を頂き運営を続ける事が出来、大変

感謝しています。運営費として約 70 万円をつ

かわさせて頂きました。残り 30 万円につきま

しては、当クラブ 50 周年記念準備金として残

せればと思いますが、今後全会員でこの件に

つきましてご判断をいただければと存じます。

　本日は歓送迎会兼用の最終例会でありまし

て、退会なさった小嶋さん、新入会員の杉山

さんの歓迎会となります。大いに楽しく語る

最終例会にしたいと思います。

　尚、先日の交換留学生に関するフォーラム

の後、５名の方から手を挙げていただき、そ

の中からホストファミリー４名、カウンセラー

１名、( 後藤会員、五十嵐会員、二宮会員、

新川会員、漆原会員 ) 受入高校は隼人高校に

決定したいと思います。具体的には次年度安

藤会長の元、会員全員でサポート宜しくお願

い申し上げます。

　不慣れな山崎、青木年度を一年間寛大に見

守っていただきまして最後に深くお礼を申し

上げます。有難うございました。次年度安藤

福村年度にバトンタッチして終りにします。

　又、ニコニコボックスは 150 万円になり、

会員のクラブに対する愛情が形になって残っ

たもので、このまま次年度に引き渡したいと

思います。

■幹事報告
１）活動報告書を７月末までにご提出くださ

い。

２）親善奨学生の島田彩子さんのレポートを

回覧致しますのでご覧下さい。

本日の出席率      100％

本日の出席数     29 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

Peace Through Service



– 2 –

■スマイルキング　　　　　 吉原　則光会員

■木槌交換、新旧会長幹事

■親善奨学生　島田彩子さん報告
　　 2012-13 年度国際親善奨学生　島田彩子

       （フィンランド、オウル大学教育学部）

 ロータリークラブの皆様へ

　いつもお世話になっております、フィンラ

ンドへ留学している島田です。

　今回、いままでなかなかご報告できなかっ

たホストクラブについてのレポートを書きま

したので、ぜひ皆様と目を通していただけま

すと幸いです。

　今日は私のホストクラブであるオウル・イ

ンターナショナル・ロータリークラブについ

て書こうと思います。今までたくさんご報告

したいことがあり、大切なホストクラブをちゃ

んとご紹介する機会が今になってしまいまし

た。

　オウル・インターナショナル・ロータリー

クラブ（OIRC）は 2006 年に設立された若いク

ラブです。オウルという小規模な都市にたく

さんのロータリークラブがある中、唯一英語

で例会が開かれ外国人も参加しやすいクラブ

です。もちろんフィンランド人の会員もいらっ

しゃいます。規模は25名ほどと小さいながら、

国際色が豊かで大変アクティブなクラブです。

　そんな OIRC らしく、クラブの目標は下記の

ように設定されています

・To learn from others　（互いから学びあう）

・To be creative and innovative

 (open minded)　

　（クリエイティブで開かれた思考になる）

・To work collaboratively　（協働する）

・To share ideas　

　（アイデアを共に分かち合う）

・To become aware of our biases　

　（先入観に気を付ける）

　活動の例として、昨秋私が参加するように

なってからはポリオへの街頭募金活動、クリ

スマスマーケットの開催、ガバナーのご自宅

でのクリスマス例会、日本に興味のあるお子

様のいらっしゃるご家庭でのディナーと交流、

チャリティーコンサートの開催、メンバーの

別荘でのバーベキューとサウナ体験など、フ

レンドリーなチームワークで楽しい行事が開

催されております。また毎週の例会もとても

興味深い時間です。例えば国際色豊かな利点

を生かし、各メンバーが出身国のアイデンティ

ティについて毎週卓話をしたことがあります。

フィンランド、オランダ、ドイツ、インド、

スコットランド、そして私の行った日本人の

アイデンティティの卓話は非常に好評でした。

残りの留学生活でもこのクラブの皆様と活動

することを本当に楽しみにしています。

　夏至を週末に控え、オウルの空は暗くなる

ことがなくなりました。24 時間、外が明るい

のです。太陽は午前２時に北から昇り、午前

０時半 に北へ沈んでいきます。それでも夏至

に雪が降ることもあるオウル。夏らしくはあ
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がとうございます。

　植樹については岩沼市長に報告いたしまし

た。津波で被災した水田の半分は作付できる

ようになり、田植えも終わりひと段落してい

る状況です。TPP 問題もありますが、日本の

食の安心、安全のために頑張りたいと思いま

す。東北は米の生産地であり、ササニシキの

本場であり、ササニシキ復権に努力していま

す。この度いわぬま福幸米麺のご注文頂きあ

りがとうございます。注文書を同封しました

のでよろしくお願いします。

                       平成 25 年６月 18 日

　　  岩沼ロータリークラブ会員 飯塚　悦男

■横浜瀬谷 RC よりご報告
　梅雨の候、ますます御健勝のこととお慶び

申し上げます。

　さて、先日の合同移動例会、震災地見学会

の両日にわたり、横浜旭ロータリークラブの

皆様方には大変お気遣い、お世話になり、あ

りがとうございました。お陰様で石井幹事

共々、二日間楽しい日を過ごさせて頂きまし

た。この度は、お声をかけて頂き有難う御座

います。また機会がありましたらお誘い下さ

い。今後ともよろしくお願いいたします。ま

ずは、略儀ながら書中をもってお礼申し上げ

ます。

                       平成 25 年６月 19 日

　　　　　　 2012-13 年度会長　柳沼　芳光

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

山崎　良三／この一年不馴れな山崎、青木年

度を見守り頂きありがとうございました。こ

れからは普通の人間らしい顔で出席出来ると

思います。

高梨　昌芳／先日は皆様からあたたかいお言

葉をいただき、ありがとうございました。大

変良くお世話になりました。

関口　友宏／①山崎さん、青木さん一年間ご

苦労さまでした。

倉本　宏昭／山崎会長、青木幹事、他役員の

皆様一年間お疲れ様でした。無事最終例会を

迎えバトンタッチですね。ゆっくりお休みく

ださい。例会は休まないでね。

安藤　公一／山崎会長、青木幹事一年間お疲

れ様でした。来週以降も宜しくお願い申し上

げます。

りますが、気温はそれほど高くはありません。

そして蚊や虫がすごくたくさんいます。ホス

トクラブの活動は公には「夏休み」（２か月も

続きます！）に入ってしまいましたが、ロー

タリーのネットワークを通したプライベート

なイベントは時々開催されています。今日は

夕方からロータリアンの方の別荘で行われる

バーベキューに招待していただきました。

　私は手作りしたココナツのムースを持参し、

お邪魔して参ります。なんと別荘についてい

るサウナまで体験させてくださるそうです。

サウナで温まったら目の前にある湖に飛び込

むのだそうですが…ちょっと怖いうえに気温

は 12℃ですの で…どうなるのでしょうか。

　旭ロータリークラブの皆様はお元気でしょ

うか。日本も梅雨に入り、蒸し暑い季節が始

まったと聞いております。どうぞ体調など崩

され ませんように、雨の多い季節も楽しい時

間がたくさんありますように。

　　　　　　　　　ayacoshimada@gmail.com

○ポリオのための街頭募金活動　　　　　　

○ある日の例会風景

(ベリーダンスについての卓話でした !)

■ 岩 沼 RC よ り ご 挨 拶　　　　　　　　　　

　日頃のご支援感謝申し上げます。先日の秋

保温泉での例会、千年希望の丘での植樹あり
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今野　丁三／会長、幹事さん一年間ご苦労様

でした。外はドシャブリ、心は晴れ晴れと思

います。

漆原恵利子／山崎会長、青木幹事一年間お疲

れ様でした。いろいろ乗り越えて充実の一年

だったことでしょう。今後もよろしくお願い

します。

太田　勝典／会長、幹事一年間ご苦労様でし

た。

矢田　昭一／最終例会を祝して。会長幹事は

じめ皆さんご苦労様でした。

斎藤　善孝／山崎会長、青木幹事一年間本当

にご苦労様でした。７月からはゆっくりして

下さい。

五十嵐　正／山崎会長、青木幹事一年間大変

お疲れ様でした。何かと大変な時の運営に御

苦労が多かったと思います。有難うございま

した。

杉山　雅彦／夜間例会、初参加です。宜しく

お願いします。前任の小嶋もおじゃまします。

役員の方々、ご苦労様でした。

安藤　達雄／山崎会長、青木幹事をはじめ役

員の皆様一年間本当にご苦労様でした。

新川　　尚／山崎会長、青木幹事一年間ご苦

労様でした。

増田嘉一郎／山崎会長、青木幹事一年間お疲

れ様でした。

二宮　　登／山崎会長、青木幹事一年間お疲

れ様でした。

吉原　則光／会長さん、幹事さんはじめ皆さ

んに一年間大変お世話になりありがとうござ

いました。

田川　富男／会長、幹事一年間御苦労様でし

た。

後藤　英則／山崎会長、青木幹事一年間ご苦

労様でした。

綿貫　守一／本年度最後の例会になりました。

会長はじめ皆様役員方々には大変ご苦労様で

した。

佐藤　真吾／山崎会長、青木幹事一年間有り

難うございました。

内田　　敏／山崎会長、青木幹事一年間ご苦

労さまでした。

福村　　正／一年間お世話になりました。次

年度よろしくお願いします。杉山さんようこ

そ、よろしくお願いします。

市川　慎二／山崎会長、青木幹事一年間本当

にお疲れ様でした。

北澤　正浩／山崎会長、青木幹事一年間ご苦

労様でした。

■歓送迎会　　　　
　司会進行 兵藤会員

　

　　　松本会員　　

　　北澤会員　

　　　杉山会員

　

　　　　　　　　　　　　小嶋元会員
■次週の卓話　　　
　　職業卓話　　松本会員    

                       報担当　五十嵐　正 

【お詫びと訂正】
前回、前々回と例会日の日付が間違えました。
申し訳ありません。お詫び致します。
6/12 ～ 2106 例会　　6/19 ～ 2107 例会
と訂正致します。


