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西村
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｢

吉田会員 一年間よろしく。
和山会員 一年間、親睦委員長としてなんとかクラブの
会計を支えていこうと思っておりますので宜
しくお願いいたします。

穣

幹

檍

阪東会員 新役員として色々お世話になると思います。
三浦会員 中野新会長、一年間よろしくお願いします。

会長エレクト 花坂 直行

勝安

c#c#亜

花坂会員 今年度も宜しくお願いします。

開会点鐘
ソング
君が代・奉仕の理想
本日の行事 ◎新理事・役員挨拶例会
会

檍

幹事報告

他委員会《別紙参照〉

L型遡」
出席報告

熊谷力実会員

会員数 偬

瑛h

29

16

ﾈ
鉄X

次回

5月中の出席率62・8％

B

出席数 偬

3(

2

越b

繕酪

51．7％

のお祝い
梅子様
征子様

第2629回例会は夜例会です。

於：レストランはりた18時〜

怪報の着副
石巻西RC

第1354−1402回

宮古RC

第2623回

その他の報告事項
1．2011−2012年度ガバナー事務所

ご婦人誕生日のお祝い
阪束将男会員
和山軍生会員

7月13日

7月4日生
7月20日生

復興支援事務局

⑥復興支援事務局閉鎖のお知らせ
2．2012−2013年度

月信編集委員会

◎2012−2013管轄写真（月信）掲載のお願いについて
3．代表幹事 新毛園信

◎「効果的なロータリークラブとなるための活動計画の
伊藤会員

今年一年間理事としてがんばりたいと思い
ますので宜しくお願いします。
田中会員 宮古警察署より感謝状をいただきました。
これも西村さんはじめ皆様のお陰です。

及川会員 宜しくお願いします。
中野会長 新年度スタートにあたり、宜しくお願い申し
上げます。
西村会員 今年度の理事になり私のことで年配者でありな
がらクラブに迷惑を掛けないように努めたいと
思います。宜しくお願いします。

指標」提出について
4．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 理事長 板橋敏雄

◎2012年度上期普通寄付金のお願い

⑥世話クラブ補助費送金のご案内
5．ロータリーの友

6．宮古市長

7月号

山本正徳

◎平成24年度 自然公園クリーン作戦の実施にかかる参
加要請について
日時

平成24年7月14日仕）

午前8時30分から午前10時まで（※小雨決行）

場所（1）清掃場所 奥浄土ケ浜地区（海水浴場付近）
（2）集合場所 浄土ケ浜レストハウス前
〆切

皆さん、こんにちは本日より会長に就任しました中野で

7月11日㈱まで

7．NPO法人みやこ自立サポートセンター

◎ボランの広場通信・みんなの家ひまわり
・月間サボステ
8．ユネスコ

No．178

Vol．1137

〈会長 中野会員〉

ございます。不慣れではございますが、よろしくご支援の程
をお願いいたします。
平成7年に西クラブで会長をいたしましてから17年たって
おります。これからも模索しながらがんばっていきたいと思
います。

クラブで、奉仕クラブではないともお聞きしました。

本日は新理事役員ご挨拶例会でございます。中野から短くお話
したいと思います。
先ほど「永久に栄えよ我らのローダ）−」を歌いましたとき、

親睦から始まるロータリーの例会を皆が寛げる居心地の良い例
会にするにはどんなアイデアが問いかけをなさいました。あるで

初めて聞いた時のように感動致しました。2012−13ロータリー年度

各小委員会の活動計画は「ロータリーには客席はない」と言
われているように、全員がクラブ奉仕委員といった感じで共に学
び、共に育んでいけるようにと期待しております。
ロータリーの親睦を育てていく、それがクラブサービスだと思
いますし、何か問題を見つけた時は改革していくことで、クラブ
にも活気が出てくるのではないでしょうか。
新会員のためのロータリー情報の提供・出席率の向上とメー
キャップの奨励・会員増強・卓話のスピーカーの充実にも力を入
れたいと考えておりますのでご協力をよろしくお願いします。

国際ロータリー会長小野寺氏のテーマは「奉仕を通じて平和を」
でございます。一年間忘れることなく頑張っていきましょう。
国際ローダ）−第2520地区2012−2013年度ガバナー小野寺氏は

「信頼と絆で復興に全力をあげよう」というテーマです。三浦前
会長は先見の目があったとつくづく思います。なぜなら、去年の
テーマが「復興その1」でございました。私も追随して「復興そ
の2」で頑張りたいと思います。
〈会長工レクト 花坂会員〉

今度、会長エレクトになりました。予定では次年度に会長にな
ることになっておりますのでよろしくお願いいたします。
去年まで幹事をやらしていただいて、立派な会長さんの下で修

行をいたしましたが、まだ修行が足りません。今年度は中野会長
の下で修行しながら、糖進しながらやっていきたいと思います。
偏り会長 田中会員〉

皆さん、こんにちは。副会長ということでご指名をうけまし
た。副会長が何をするのか、まだわかりません。私も出来ること
は限られておりますが、積極的に協力しようと思います。
偏り会長 及川会員〉

副会長の及川です。会長のフォーローをしだいと思います。
次の役目として、いつものように夜例会でワインを持ってくるこ
と、それだけは欠かさないように頑張りたいと思います。
〈幹事 吉田会員〉

会長もおっしゃいましたが平成7年に西クラブで中野会長か
ら幹事をやってくれないか指名を受けまして、幹事をやらせて頂
きました。幹事を指名された夜、一杯つきあえということで飲み
に出ました。中野会長は「吉田君は飲み歩いてるのか」と言われ
まして、私は「滅多にそういうことはございません」と言いまし

た。そして中野会長と入った店で、女性の方に「夕べはどうも」
と言われました。
三年前の西村会長の時にこ度目の幹事になりまして、今回で三
度目ということになります。皆さんの足を引っ張りながらやって
いきたいと思います。よろしくお願いします。
〈会計 堀田会員〉

どうも皆さんこんにちは。昨年に引き続いて会計を仰せつかり
ました。皆さんご経験あると思いますが、前期末・後期末と末の
ときには、会費が入金されてから日にちが経っておりますので、
大変苦しくなります。その点も含めて親睦委員長の和山会員も
仰っておりましたが、何卒、クラブのやりくりにご協力をお願い
したいと思います。よろしくお願いいたします。
〈SAA 三浦会員〉

SAAをすることになっております三浦でございます。始める時
にタスキをかけて「始まりますよ」という号令を掛けさせて頂き
ました。今後も出来るだけ出席するように努めたいと思います。
スピーチしているときは無駄話をしないようお願いしてSAAの就
任の挨拶といたします。
〈クラブ奉仕 坂下会員〉

しょうか。

〈職業奉仕委員長 伊藤会員〉

職業奉仕の伊藤です。手探りの状態ではございますが、皆様の
協力のもとに頑張っていこうと思います。何卒、ご指導の程をお
願いします。
〈社会奉仕委員長 佐々木敏美会員〉

社会奉仕は今回で三回目ということになります。早速、来週の
土曜日7月14日は、市長からの依頼で、浄土ケ浜パークホテル近
くの清掃があります。早朝例会も今年はやりたいと思っておりま
す。クラブ奉仕・職業奉仕・国際奉仕、各委員長と力を合わせて
一年間やっていきたいと思いますので、ご指導・ご鞭擬の程をお
願い申し上げまして挨拶にかえます。
〈国際奉仕委員長 沢田会員〉

皆さんこんにちは。国際奉仕の委員長を承りました沢田です。
財団とローダ）−クラブが一体となって、ポ）オの撲滅運動を
いたしました。今までロータリーは8億ドル（636億円）を使って

運動してきました。今までポリオが常在する国が何十カ国ありま
したが、それをローダ）−が全面的に活動したことによって、残
り4カ国になりました。最後の詰めとしてお願い申し上げます。
アメリカ合衆国の実業家で、マイクロソフト会長のビル・ゲイツ
が、ロータリーに3億5500万ドル（282億円）寄付しました。ロー
タリーも2億ドル（159万円）の募金を集め、併せて5億5500万ドル
（441億円）で最後の詰めをすることになっています。ロータリア
ンは是非、一人100ドル（約8000円）寄付をお願いしたいとのこと

です。

米山記念奨学会は日本発でアジアの奨学基金です。出来れば

一人1万円ほどの寄付をお願いいたします。

皆様のご指導・ご鞭軽をいただきながら頑張る所存ですのでよ
ろしくお願いいたします。
〈ガバナー補佐 阪東会員〉

私のこの後の予定としては、ガバナー公式訪問が9月13日木曜日
を予定しております。2012−2013ロータリー年度の国際ロータリー

会長は日本人の小野寺さんなので、何か問うことがあれば日本
語が通じますので、小野寺さんを中心にやっていきたいと思いま
す。人間的にも、ロータリーのことについても非常に勉強されて
おりまして、初めて聞くような言葉がドンドンでてきます。
補佐として、皆さんのご意見を持って行きたいなと考えていま
す。今後とも宜しくお願いします。
〈新世代 西村会員〉

私の事業計画は今のところは考えていませんけども、これから

地区協議会のクラブ奉仕部会に於いて「クラブ奉仕とは何なの

考えて新世代の2520地区の門馬委員長と、ローターアクトの吉田

だろうか」「クラブがスムーズに運営されるために目的にかなっ
た何をしたらよいのか」とアドバイザーの笹気バストガバナーが
問いかけをなさいました。まさに、そこを知りたいと思いながら
出席した私でした。ロータリークラブは奉仕する人々が集まった

小委貝からお話を聞いてそれをまとめた上で活動計画を練りた
いと思います。少々時間をお借りして、事務局のほうに提出しま
すので、よろしくお願いいたします。

