
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 松岡克之会長 

        皆様今日は。 

 先週のガバナー公式訪問には大勢の会員の方々にご出席していただきありがとうございま 

した。 会員の皆様のご協力により公式訪問を無事終わらせる事が出来ました。 

 皆さんのご協力に御礼申し上げます。 

 ポリオに対しガバナーの財団協力要請があり、ＲＣ会員の資金協力により患者数が激減し、

一部の国にのみ数名残るだけとなっております。 来年度にはポリオ患者はいなくなるだろうと言われており、

すべてロータリー会員の活動によるものではないかと思っています。 予防等もありますので今後も引き続き

協力要請がきております。 

 又、菅原ガバナーからお話のあった会員増強についてですが、現在日本では会員が減少しています。 

ＲＣ運動を支えているのは私達会員です。会員が減少すると今後のロータリーの運営が困難になります。 

皆さんのお知り合いの中にＲＣにふさわしい人が居ると思いますので、入会して頂けるよう声掛けをお願いし

ます。 

 さて皆さん、後ろのロータリー旗などを支えている枠が変わたのをお気づきでしょうか。 

実は菊地弘郎さんがボランティアで作ってくださいました。 会員の方より相談があり作成したそうです。 

例会の度に早くおいでになりセットして頂いております。本当に有難うございます。 

大事に使わせていただきます。     これで会長の時間を終わります。 

 

                                 お客様と・・ 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ 大船渡ロータリークラブより 

   10 月より昼のメーキャップ料を 1,500 円にさせて頂きますとの連絡が入っております。 

夜は 現行通り 3,000 円 

２ ロータリー米山記念奨学会より ハイライト米山１８６号が届いています。 

 ３ みちのくモンゴル友好協会より（会長はパストガバナー 皆川様） 

   モンゴル国歌舞団公演開催と交流会及び名義後援のお願いが届いています。 

    公演日時 １０月２６日（月）１５時～  場所  陸前高田市内公民館 

    交流会                 場所  大船渡プラザホテル 

  

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

           ９月第３週例会 ２０１５年９月１７日（木） 

ソ ン グ ： それでこそロータリー   ボックス ：２８，０００円 （報告者 山口ひとみ会員） 

お客様紹介 :  大船渡 RC 佐々木幸子様 

本日出席率 ： ６０．３８％ 前回修正後１００％（ﾒｰｷｬｯﾌﾟ２２名）  (報告者 新沼福三 会員） 
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４ 日韓親善会議特別委員会 副委員長 渡辺様より（2750 地区東京中央 RC） 

   現在求められている復興支援活動を教えて頂きたいとのメールが届いています。 

５ ガバナー事務所より  

イ 公式訪問に対する礼状が届いています。 

ロ 地区ホームページ取り扱い文書の一部に WEB 専用パスワードを設定したとの連絡が 

ありました。 

 

◆◆◆ 委員会報告 ◆◆◆ 

 

★ 木下彰則親睦委員長 

秋の親睦ゴルフ大会を 10 月 7 日に予定し、皆さんにご都合を伺う FAX をさせて頂きました。 

締切り日の記入を忘れておりますが、お早目の回答をお願いします。それによって、実行日を決定したいと

思います。 

★ 新沼敏宏幹事 

10 月 1 日の東北大会に向けや野球部で練習を行っております。27 日には大船渡クラブさんとの練習試合も

予定しておりますが、参加人数が少なく実施が危ぶまれるところです、部委員以外の皆様の参加をお待ちし

ております。 

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

ミーティング報告  

テーマ：西 RCの活動を市民に知ってもらうには？ 

★ 第 3班 報告者：菅野嘉洋会員 

開催日時  9月 16日 18：30～20：00 

場 所   キッチン エン 

参加者 班長新沼敏宏 池田義弘、植田幸久、菅野冨久子、志田成樹、高田愛三、 

田邊茂昭、新沼湧一、濱守豊秋、藤原太伸、松田福美 菅野嘉洋 計 12名 

定刻通りミーティングが開催され、参加各人から多くの活発な意見が発表されました。 

・ 積極的な広報活動 メディアへのコンタクト（イベントの情報の提供や記事の提供等）と案内状等の作成。 

・ ホームページ・SNSを利用したタイムリーな情報発信（活動報告等）。 

・ 産業祭り等、ある程度の規模のイベントの場での活動報告。 

・ インターアクトを通じ PTAにアピールすれば効果的ではないか？ 

・ あまり知られていないが、クラブ設立から多くの奉仕活動を行っているその歴史を PRするのはどうか。 

・ ジャンパーを入会時に配布。奉仕活動中に着用して作業を行う。 

・ 子供たちとのイベントを行いメディアに取り上げてもらう。例えば子供たちの会を作って「架け橋の翼」

への派遣はできないか？ 

・ 自分のできる範囲で行事になるべく参加する。 

・ 西 RC は他のクラブと比較すると活動や報道機関に取り上げてもらう機会も多い。PR は十分なのではない

か？あまり PRに力を入れても各人の負担が大きくなってしまうのでは？ 

・ ロータリークラブの目的は職業奉仕であり、それを粛々と行うのがロータリークラブの奉仕活動ではない

か？活動をアピールすることにそもそも疑問を感じる。 

・ 当クラブの活動を一般市民からの協力・理解を得るようにすることは、相当の時間と労力は必要であり、

大変至難の業だと思われる。我々がロータリーアンとしての使命感・誇りを持ち一生懸命になってクラブ

活動に取り組むことは勿論、焦らずに当クラブの日々の地味な「超我の奉仕」の活動こそが一番の近道だ

と思われる。 



★第２班 報告者 ： 紀室綾子会員 

開催日時  9月 14日 18：30～ 

場 所   ノイ・マーレ 

参加者 班長上野哲 金比呂正 齊藤俊明 佐藤 良 水野賢一 前原汪子 松岡克之 

菊地弘郎 紀室綾子 計 9名 

多くの意見がございますが、発言順にご報告させていただきます。 

1 ・ロータリーのシールがあるので、それを活用し事務所や車両などに貼り、話題作りをしロータリーに興味 

 を持っていただく。 

・愛の鐘、育みの像などの PR を強化する。 

2 ・職業奉仕の活動を増やし東海新報などメディアに掲載していただく。 

・活動時、オレンジ色のロータリージャンバーを必ず着用し、多くの方々の目にとめていただく。 

3 ・今現在、活動を増やすことには無理があるのでは、職業奉仕などで各家庭を訪問するにも今の時代、怪し 

 まれるなど難しい面もある。 

・シールの活用は良アイデアだと思う。 

4 ・非営利団体なのに PR する必要があるのか、商売ではないので見返りは求めないはず、今の活動そのもの

を認めていただければ良いのではないか。 

  とにかく積み重ねが大事であり、その活動を自信をもって進めていけば良いと思う。 

5 ・PR 費にも限りがあるため、新聞等のメディアには、季節の挨拶程度しか掲載していない。東海新報な 

どにロータリー枠を設け、単発ではなく、月１回の継続で活動計画などを掲載してはどうか。 

6 ・各自、名刺などに顔写真を載せるなど工夫をし、各所に配り多くの人に印象付け、ロータリーを知ってい

ただく。 

・広報も限られたところにしか配布していないので、配布場所を増やすようにする。 

7 ・ホームパージ、twitter、facebook などウェブサイトを今以上に活用し、若者にも認知してもらうように

する。 

8 ・まずは、社会奉仕と職業奉仕の実践活動あるのみである。 

どんなに小さな活動でも、人の為にやると、ちゃんとメディアが掲載してくれる。 

  インターアクトと共に、幼稚園など小さな子供たちへの活動も、幅広い人達へと自然に輪が広がり、心の 

広報活動ができるはずである。 

以上８名の方の意見をご報告させていただきました。 

 

最後にご報告させていただく意見は、私たち新人にとって目から鱗のお話でありました。 

 

今回のミーティングテーマは、クラブ奉仕委員会が正しく活動すれば良いだけの事であり、その組織が本来の 

意味を理解していないのではないか。 

さらにミーティングのテーマを決めること自体、基本から外れている。 

今のメーキャップも同様である。私たちはロータリーの原点をもう一度見直さなくてはならない。 

そして、市民の皆さんに正しいロータリーを理解していただくよう努力すべきだ。歪んだ見方をされている 

ことも事実である。 

本来、 

奉仕できる人を作るのがロータリーであり 自分を磨くための奉仕がロータリー、 

ロータリーは人間作りの場なのである。  気を引き締めて頂きたい。 

 

 これを踏まえ新人である私が思ったことは、本当の意味で市民の皆さんに西ロータリーを知ってもらうには、

ミーティングでの意見を生かしながら、私たち自身がロータリーを通じて奉仕を実践し、事業を発展させ、



例会などに積極的に参加し、会員相互の親睦を深め、ロータリー活動を楽しむ。この基本の実行である、と

思いました。おのずと楽しく明るい所に人は集まって来るはず。それを伝え、会員が増えれば多くの人に西

ロータリーが知ってもらえ、共に発展していくものと思います。 とても貴重なミーティングでありました。 

尚、発言内容に間違い等ありましたらご指摘をお願い致します。  ありがとうございました。  

 

★第 1班 報告者：山口ひとみ会員 

開催日時  9月 14日 18：30～ 

場 所   ハイズカフェ 

参加者   班長 熊谷雅也 阿部英氣 長谷川浩司 浜田浩誠 千田喜一郎 休石正基 

      船砥俊昭 伊勢重徳 高木久子 計 10名 

最初はアルコールも飲まずにミーティングは大変盛り上がっていましたが、途中で我慢出

来ず・・・後は楽しく飲みながら話し合うことが出来ました。  

出た意見としては 活動は知ってもらうためにやっているのではないので陰徳でいいのではないだろうか・・・ 

また 震災後については 特別なＰＲはしていなくても活動そのものは認知されているのではないだろう

か・・と言うことでした。  

例えば “架け橋の翼”のような交流活動は新聞等でも掲載しＰＲすべき活動と思うが 桜並木の清掃や、

アンドレス公園の清掃などは “奉仕の理想”で【縁の下の力持ち】ではないけれど そう言った方向で こ

れからも行った方がいいのではないだろうか・・・と言う意見でまとまりました。  

また提案としてですが 活動はこんなことをやっている・・・あんなことをやっている・・・ではなく ロ

ータリーの歴史を伝えて行けたらいいのではないだろうか・・・というお話もありました。 

  

ミーティングは 2 時間ぎっちりとやりましたが 会費も“ぴったり”で飲んでしまいましたので ニコニコ

ボックスに回る分は全く残りませんでした。 色々、雑談をしながらみんなで 楽しく飲みましたが“昔

はこうだったんだよ・・”と言う話を聞くことが出来て ロータリーにまだまだ日の浅い私にとっては   

とても 参考になりましたし 楽しい時間となりました。      以上で 1班の発表を終わります。  

 

 

 

 

 

 

             ❖❖❖ 育みの像 清掃作業 ❖❖❖ 

 

 

 

 

 

 

 

例会後の 第４班６名で作業  「２週間前に刈ったばかりなのに、草 おがんのはやなぁ・・」 

と言いながら鎌で刈っていると。 

写真には写っていないが  佐藤良会員が草刈機持参で助っ人に やっぱり機械は はやいなぁ・・ 

   みなさんご苦労様でした。 

 


