
 

 

 

 

 

 

 

 

           

臼井様 ようこそお出で下さいました。           ソウル国際大会お土産 

                              ごちそう様です。      

  

 

6 月のハッピーバースデイ 

 

 

 

 

   山口ひとみ会員   前原汪子会員   藤原太伸会員   船砥俊昭会員  伊勢重徳会員 

     1 日生      11 日生      12 日生      13 日生    26 日生 

        田邊晴二郎 名誉会員 12 日生  鈴木寧会員 28 日生  欠席 

 

★ 会長の時間 松岡克之会長 

会員の皆様今日は。 

          先月の２７日から３０日までの４日間、ソウルでの国際大会に会員１７名と会員の奥様 

方３名の協力を得て、総勢２０名で行って来ました。 

 一日目となる２７日はソウル空港到着後、ソウル市内にあるホテルに約１時間掛けて移

動しチェックインする事ができました。その日の夕方は韓国レストランで「カルビーを 

囲む会」が開かれに参加したのですが、その会の前に別室で友好クラブの南原中央ＲＣの９名の方々と大船渡

西ＲＣから濱守カバナーエレクトと私、藤原会長エレクト、新沼幹事、船砥さん、そして通訳をお願いした権

さんにも加わって頂き協議をしました。 

 最初に南原中央ＲＣ様より写真額を頂きました。大船渡西ＲＣから贈呈された友好の記念碑が写真に納めら

れており、自分達で手を加えながら大事にしているそうです。 

 会議では「架け橋の翼」の訪問年度についての話があり、今年は南原中央ＲＣより大船渡西ＲＣへの年度と

の説明をし、理解して貰いました。今までの協議ではお互いズレがあったようですが直接会って話したことで

納得して頂くことが出来たようです。 

 ８月には喜んで受け入れますと話し、１１月に開催される濱守ガバナーエレクトの２５２０地区の地区大会

に是非来て下さるようお願いしてきました。 

 今回も通訳の権さんには助けて頂きました。 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

            ６月第１週例会 ２０１６年６月２日（木） 

ソ ン グ ： 君が代        ボックス ： ３１，０００円 （報告者 山口ひとみ会員） 

お客様紹介 ： 気仙沼 RC 臼井真人様 

本日出席率 ： ６３．６４ ％ 前回修正後１００％（ﾒｰｷｬｯﾌﾟ２１名） (報告者 大西 竜介会員） 
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誇りをもって 行動を 

2015~2016 年度 

大船渡西ロータリークラブ会報 



 ２８日の二日目は日中自由行動で、夜は２５２０地区のガバナーナイトとなっており、１５０人程が出席し、

ガバナーの挨拶を聞きながら食べて飲んできました。 

 三日目の２９日は国際大会会場となっているＫＩＮＴＥＸというマンモス会場に４万人と聞いておりますが

世界のロータリアンが集結し、ＲＩ会長であるラビンドランさんのお話を聞いてきました。同時通訳のイヤホ

ンが無かったため残念ながら声と姿だけを拝見してきました。 

 夜はソウルの３６４０地区主催の歓迎晩餐会に出席し、韓国料理やお酒を頂きながらの交流会がありとても

良かったです。 

 最終日の３０日は朝６時にホテルロビーに集合し、その後空港まで移動し無事何事もなく帰国する事ができ

ました。 

 今回、国際大会に参加したことにより、世界各国から政治や文化の違う国の人達がロータリーという理念の

もとに一同に集まるのは素晴らしいことだと改めて感動して来ました。 

 一緒に出席した会員の方々、本当にご苦労さまでした。又、同行して頂いた奥様方、参加ありがとうござい

ました。 

 最後に仙台空港まで送迎して頂いた休石さん、木下さん、浜田さん、ありがとうございました。 

 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

１ 東日本復興支援プロジェクトチームより    前期決算および活動報告書が届いています。 

２ ガバナー事務所より    ロータリーの翼さよならパーティーの案内が届いています。 

日 時 ６月１２日（日）１２時～  場 所 TKP ガーデンシティ  締切り  ６月６日 

３ ガバナーエレクト事務所より 

  2017 年６月開催のアトランタ国際大会について登録料割引の案内が届いています。 

    本年 6 月 6 日までに登録の場合 登録料４６％割引 

     但し オンライン登録には Mｙ ROTARY アカウント作成の上ログインし 

        6 月 6 日までに支払い手続きも完了の事（クレジットカード入力必要） 

 

 

               ◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★ 池田義弘社会福祉小委員長 

大船渡病院長でもあった坂本元会員の関係で始まったと記憶しております、吉浜荘へのタオ 

ル等の寄贈について、実際に必要なものは何か吉浜荘を訪問し伺ってきました。 

今は、必要なものは殆んど揃っていますが、シーツ・バスタオルなどは消耗品なので有り難い 

という事で本年も実施いたします。16 日の例会後寄贈に行きますので、15 日までに事務局へ

お届け下さいます様皆様のご協力をお願い致します。 

 

★ 木下彰則親睦委員長 

    先ほどもお話がありましたが、23 日（木）の夜例会を 25 日（土）に移動し「活魚すごう」 

で行います。 

  また、15 日（水）予定しておりますゴルフコンペまだ余裕がありますので参加希望される 

方は、4 日（土）までにお申し込みください。 

 

 



大会役員 

 ガバナー    濱守豊秋 

 代表幹事    門田 崇 

 筆頭副代表幹事 船砥俊昭 

 副代表幹事   新沼福三 

   〃     熊谷雅也 

   〃     錦山 功 

大会実行委員会 

 実行委員長     齊藤俊明 

 副実行委員長    新沼福三 

 ホストクラブ会長  藤原太伸 

   〃   幹事  浜田浩誠 

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                   ガバナー年度へ向けて・・・          

★ 門田崇地区代表幹事 

        本日を次期ガバナー年度の準備に充てて頂きありがとうございます。 

        4月の地区協議会などすでに活動も始まっておりますが、濱守エレクトにおきましては 7月の 

スタートに向け健康管理・身辺整理もしっかりしており、万全な形でスタートできると思いま

す。7月 4日の利府 RCの公式訪問を皮切りに 10月 13日当クラブが最終となります。 

 今日は、公式訪問担当・月信担当等グループ別に打ち合わせを行います。2つの担当以外の皆 

さんは、地区大会副実行委員長の新沼福三会員のもと、地区大会について大まかな打ち合わせを行っていただ

きますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

   月 信                公式訪問            地区大会  

熊谷雅也・大西竜介・菅野嘉洋     濱守 G 門田崇 錦山功     全員出席で成功させましょう 

紀室綾子・山口ひとみ  

 

           地区大会日程と大まかな役割分担 

 

・日程表 

親睦ゴルフ大会  １１月 ５日（土）  会場 江刺カントリー倶楽部 

諮問委員会    １１月１９日（土）  会場  大船渡市民文化会館（リアスホール） 

大会委員会    １１月１９日（土）  会場 大船渡市民文化会館（リアスホール） 

 会長・幹事会   １１月１９日（土）  会場  大船渡市民文化会館（リアスホール） 

 

RI 会長代理歓迎晩餐会  １１月１９日（土）  会場  大船渡プラザホテル 

特別研修セミナー    １１月２０日（日）  会場  大船渡市民文化会館（リアスホール） 

地区大会本会議     １１月２０日（日）  会場  大船渡市民文化会館（リアスホール） 

大会懇親会       １１月２０日（日）  会場  大船渡市民体育館 

 

 

・地区大会実行委員会・大会役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

総務委員会  ◎委員長 錦山 功  〇副委員長 新沼敏宏 

・登録受付  菅野富久子 山口ひとみ 

・表  彰  阿部英氣 佐々木幹子 

・展示・友愛・控え室   山口康文 松田福美 中桐 正 

・救  護  菊池優巧 高木久子 山崎和彦 

・大会会場  水野賢一 岩脇洋一 古内一二 大西竜介 佐々木敏彦 佐々木道博 

   ・宿泊関係他 JA 観光 

 

運営委員会 ◎委員長 船砥俊昭 〇副委員長 橋爪文人 

 ・特別参加者   池田義弘 松岡克之 山田喜美雄 

 ・接  待    前原汪子 紀室綾子 

 ・日  韓    上野 哲 志田宏美 

   ・案内・誘導・駐車場  田邊茂昭 三浦喜美雄  菅野幸一 

  

広報・記録  ◎委員長 熊谷雅也 〇副委員長 鈴木信男 

 ・鈴木 寧 長谷川浩司 菅野嘉洋 野村朋員  

 

懇親会 ◎委員長 新沼福三 〇副委員長 菊地弘郎 

・ 歓迎晩餐会 伊勢重徳 千田喜一郎 

・ 大懇親会  藤原太伸 佐々木省吉 志田豊繁 休石正基 木下彰則 佐藤 良  

・ 会  場  前野良夫 浜田浩誠 志田成樹 藤澤和也 

 

親睦ゴルフ ◎委員長 金比呂正 〇副委員長 阿部英氣 

   ・池田義弘  

 

 

 

 

 


