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◆◆◆◆    会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    ◆◆◆◆    

みなさんこんにちは。2011-12 年度浪江ロータ

リークラブ会長を務めさせていただきます。一年

間よろしくお願いいたします。 

 また、今年度第 1 回目の例会に多くのお客様に 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご出席いただき有難うございました。我がクラブ

メンバーも全国から集まってもらい 34 名の出席

を今確認しました。ありがとうございます。 

さて、3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した地震

により、想像を超える大津波が打ち寄せ衝撃的被

害をもたらしました。幸いにも我がクラブのメン

バーは家屋奪われる被害で済み安堵しておりま

した。しかし他所のクラブでは多くのメンバーが

亡くなり心が痛みます。謹んでお悔やみ申し上げ

ます。また浪江ロータリークラブのメンバーも多

く従事しております東京電力第一原発の事故に

より放射能漏れが発生し、双葉郡内の町民県内県

外に避難を余儀なくされ、我がクラブの皆さんも

不自由な生活を強いられている現在、大変残念で

なりません。 

そんな中、越谷北ロータリークラブを始め多く

のロータリークラブの皆さんより義捐金また地

区よりクラブ維持活性化支援金を頂くなど本当

に感謝に堪えません。この場をお借りして厚く御

礼申し上げます。 

本年度は皆さんが大変な中ではありますが、先

輩たちの築いてきた 40 数年の伝統を守りながら

クラブを継続、維持していきたいと思っておりま

すのでメンバーの皆さんのご協力を宜しくお願

第第第第 2045204520452045 回回回回    例会記録例会記録例会記録例会記録        （（（（平成平成平成平成 23232323    年年年年 7777 月月月月 14141414 日日日日））））    

進行進行進行進行    ：：：：    永田茂男会員永田茂男会員永田茂男会員永田茂男会員

    

*** *** *** *** 会会会会    次次次次    第第第第 *** *** *** ***    

１．１．１．１．    例会例会例会例会点鐘点鐘点鐘点鐘    

２．２．２．２．    国家国家国家国家    「君が代」「君が代」「君が代」「君が代」    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「「「「我らの生業我らの生業我らの生業我らの生業」」」」        

３３３３．．．．ロータリーの網領ロータリーの網領ロータリーの網領ロータリーの網領    

４．四つのテスト４．四つのテスト４．四つのテスト４．四つのテスト    

５．ご来賓挨拶５．ご来賓挨拶５．ご来賓挨拶５．ご来賓挨拶                                

            パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー                                    佐原佐原佐原佐原    元元元元    様様様様    

            ガバナー代理・地区幹事ガバナー代理・地区幹事ガバナー代理・地区幹事ガバナー代理・地区幹事            石田石田石田石田    弘弘弘弘    様様様様    

            相双区ガバナー補佐相双区ガバナー補佐相双区ガバナー補佐相双区ガバナー補佐                    酒井酒井酒井酒井    善盛様善盛様善盛様善盛様    

            直前地区幹事（福島南ＲＣ）直前地区幹事（福島南ＲＣ）直前地区幹事（福島南ＲＣ）直前地区幹事（福島南ＲＣ）    宍戸宍戸宍戸宍戸    清和様清和様清和様清和様    

            越谷北Ｒ越谷北Ｒ越谷北Ｒ越谷北ＲＣ会長Ｃ会長Ｃ会長Ｃ会長                                    宮崎宮崎宮崎宮崎    敏博様敏博様敏博様敏博様     

６６６６．．．．義捐金贈呈式義捐金贈呈式義捐金贈呈式義捐金贈呈式        

７７７７．．．．会長・幹事引継ぎ式会長・幹事引継ぎ式会長・幹事引継ぎ式会長・幹事引継ぎ式    

８８８８．．．．会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    

９９９９．．．．ご来賓紹介ご来賓紹介ご来賓紹介ご来賓紹介        

10101010．幹事報告．幹事報告．幹事報告．幹事報告    

11.11.11.11.例会終了点鐘例会終了点鐘例会終了点鐘例会終了点鐘    

12.12.12.12.記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影 

浪江ロータリークラブ浪江ロータリークラブ浪江ロータリークラブ浪江ロータリークラブ    

The Rotary Club of NAMIE  
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いいたします。 

今年度、根本ガバナーは「プライド アンド 

メリット」を地区目標に掲げています。 

我が浪江ロータリークラブにとって、何がプライ

ドか、何がメリットかをよく考えてみますと、放

射能関係で先の見えない今の現状で、10 年後 20

年後に今まで住んでいた故郷のまちづくりの再

生を担ってくれる子どもたちに投資して、また素

晴らしい双葉郡をつくってもらえる人材を一生

懸命育てることが我々浪江ロータリークラブの

役目であると思います。 

そして子ども達を育てていくというそのプラ

イドを持つことがロータリーを存続させるひと

つのメリットであると考えます。 

今年度の目標として次の５つを掲げました。 

 

１、浪江ロータリークラブの継続維持 

２、退会者をださないこと 

３、年 4 回の移動例会を開催する 

４、ホームページを利用した会員情報ネットワ

ーク 

５、子ども達への支援活動 

 

今年度 1 年間、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆義捐金及び支援物資◆◆義捐金及び支援物資◆◆義捐金及び支援物資◆◆義捐金及び支援物資◆    

多くの皆さまから浪江町および浪江ロータリー

クラブへ義捐金、支援物資、および炊き出しのご

支援をいただきました。 

 

 

第２５３０地区ガバナー事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷北ロータリークラブ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚南ロータリークラブ様 
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白河ロータリークラブ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松城南ロータリークラブ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷北ＲＣ様を通じて安養冠岳ロータリーク

ラブ（韓国）様 

 

松原中ＲＣ様を通じて台北首都ロータリーク

ラブ（台湾）様 

 

平塚南ＲＣ様を通じて嘉義北ロータリークラ

ブ（台湾）様 

 

その他、福島県内の避難所において肉まんの提供、

子ども達へのランドセル、文房具の提供、㈱オク

トン様より国旗と浪江ロータリークラブ旗の提

供など、多くの方に支えられております。 

心より感謝申し上げます。 

      

         

◆◆◆◆    幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告    ◆◆◆◆ 

 

① 相馬ロータリクラブから例会場と幹事の変

更連絡がきています。新しい幹事は渡辺卓さ

ん、例会場は「相馬フローラ」になります。 

② 白岩剛会員が転勤のため浪江ＲＣを退会し、

7/7 に原町ＲＣへ入会しました。 

③ 年次計画書、ロータリーの友誌など皆さまの

避難先に郵送いたします。住所に変更があっ

た場合は事務局へ連絡をお願いします。 

④ 震災から本日までの間に立て替え金がある

方は領収書を添えてお申し出下さい。 

⑤ ロータリー財団、米山奨学会、スマイルは今

年度も受け付けておりますので宜しくお願

いします。 

⑥ 今年度のロータリー手帳が入用な方は事務

局へお申し出ください。 

⑦ 越谷北ロータリークラブから会報が届いて

おります。 

⑧ 次回の移動例会は１０月１３日（木）ガバナ

ー公式訪問にあわせて開催しますので、今か

ら日程の調整をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆7/147/147/147/14 移動例会出席報告◆移動例会出席報告◆移動例会出席報告◆移動例会出席報告◆    

  会員数  ５１名 

出席者  ３４名 

欠席者  １７名 

出席率  ６６．６７％ 
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◆◆◆◆    スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告    ◆◆◆◆    

 

・ 2011-12 年度第一回例会の開催を祝って 

福島南ＲＣ福島南ＲＣ福島南ＲＣ福島南ＲＣ    

・ 浪江ＲＣ第一回例会おめでとうございます。

大変な時期ですが頑張ってクラブ運営を行

っていって下さい。  

二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ    善方会長・根本幹事善方会長・根本幹事善方会長・根本幹事善方会長・根本幹事    

・ 浪江ＲＣの皆様方、本日の例会おめでとうご

ざいます。頑張ってください。 

     二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ二本松あだたらＲＣ    渡辺英世渡辺英世渡辺英世渡辺英世    

・ 作山、富永そして佐原ガバナーと仲をとりも

つ白河ＲＣから応援にまいりました。 

                 白河ＲＣ白河ＲＣ白河ＲＣ白河ＲＣ    

・ 湯田和広と野口雄介 2 人で出席させていただ

きました。      会津若松城南ＲＣ会津若松城南ＲＣ会津若松城南ＲＣ会津若松城南ＲＣ 

・ 久しぶりにお会いできて嬉しく思っていま

す。        白河南ＲＣ白河南ＲＣ白河南ＲＣ白河南ＲＣ    福山吉英福山吉英福山吉英福山吉英 

・ 祝 例会           

越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ    宮崎敏博・堀野眞孝・石川輝次宮崎敏博・堀野眞孝・石川輝次宮崎敏博・堀野眞孝・石川輝次宮崎敏博・堀野眞孝・石川輝次    

・ 本日はメーキャップ宜しくお願いします。 

            越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ越谷北ＲＣ    永田雄治永田雄治永田雄治永田雄治    

・ 一年間よろしくお願いします。頑張りましょ

う。             伊藤公明伊藤公明伊藤公明伊藤公明 

・ 今年一年よろしくお願いします。川橋昭義川橋昭義川橋昭義川橋昭義 

・ 石巻も暑いけど元気で頑張ってます。 

                 小丸真司小丸真司小丸真司小丸真司    

・ 伊藤年度 3.11 に負けず頑張って。 

                 朝田宗弘朝田宗弘朝田宗弘朝田宗弘    

・ 伊藤会長、川橋幹事震災に負けず頑張って下

さい。            今野庄治今野庄治今野庄治今野庄治 

・ 皆様の元気なお顔、大変懐かしかったです。 

                 梅田壽嘉梅田壽嘉梅田壽嘉梅田壽嘉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

・ 皆さまとの再開に感謝します。 椎名康雄椎名康雄椎名康雄椎名康雄 

・ がんばろうなみえ！      小桧山茂雄小桧山茂雄小桧山茂雄小桧山茂雄 

・ ご無沙汰してます。      佐藤定信佐藤定信佐藤定信佐藤定信 

・ 再会             三瓶浩徳三瓶浩徳三瓶浩徳三瓶浩徳 

・ 一日でも早い復旧復興を！！  林林林林    隆壽隆壽隆壽隆壽 

・ お久しぶり、元気でよかった。 前司昭一前司昭一前司昭一前司昭一 

・ 新年度第一回例会を祝って   作山博之作山博之作山博之作山博之 

・ 伊藤会長、川橋幹事の船出を祝して 

                 佐藤佐藤佐藤佐藤    章章章章    

・ 新年度の例会を祝して     松﨑俊憲松﨑俊憲松﨑俊憲松﨑俊憲 

・ 伊藤会長ガンバレ！      吉吉吉吉田政輝田政輝田政輝田政輝 

・ 伊藤会長おめでとうございます。 

小丸前会長お疲れ様でした。  松本茂子松本茂子松本茂子松本茂子 

・ 皆さんお疲れ様です。ふるさとに戻るまで頑

張りましょう。        志田統一志田統一志田統一志田統一 

・ 4 ヶ月ぶりにお会いし皆さん元気で何よりで

す。             松本定雄松本定雄松本定雄松本定雄 

・ 伊藤会長頑張ってください。復活の例会嬉し

く思います。私も双葉郡のために頑張ります。 

                 浅見公紀浅見公紀浅見公紀浅見公紀    

・ 皆さん元気ですか。福島頑張りましょう。 

                 志賀廣三志賀廣三志賀廣三志賀廣三    

・ 祝例会 

   重富秀一・青田文彦・遠藤幸雄・叶径道重富秀一・青田文彦・遠藤幸雄・叶径道重富秀一・青田文彦・遠藤幸雄・叶径道重富秀一・青田文彦・遠藤幸雄・叶径道    

            菊井正一・熊川喜八郎・泉田慶征菊井正一・熊川喜八郎・泉田慶征菊井正一・熊川喜八郎・泉田慶征菊井正一・熊川喜八郎・泉田慶征    

            大橋廣治直前ガバナー大橋廣治直前ガバナー大橋廣治直前ガバナー大橋廣治直前ガバナー 

 

ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団ロータリー財団    

   川橋昭義   5,000 円 

 

米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会    

   川橋昭義   5,000 円 

 

 


