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2017 − 18 年国際ロータリーのテーマ

ロータリー : 変化をもたらす

第 2720 回

例 会

平成 30 年 1 月 24 日（水・晴）

ゲスト
福島のみんな、あそびにおいでんプロジェクト
代表 小松恵利子様
福島県立磐城農業高等学校
インターアクトクラブ 顧問 佐藤 智子先生
2 年 松島 萌恵さん 3 年 草野 里奈さん

ロータリーソング

◎会長報告−佐藤政司会長

名の参加ですが、いわやのバスが 1 台ミドリさんに
送迎をしてくれることになっています。自分の車で
行く方や欠席の方は必ず連絡して下さい。
・2 月 21 日㈬は夜の例会になります。間違いの無い
ようにお願いします。
・1 月 31 日㈬は中間報告ということで各委員長さん、
小委員長さんにＦＡＸを送っております。前半の経
過と実績等を述べていただければと思っています。

皆さん、こんにちは。今週の末にも記録的寒波が
来るそうですので、皆さん体に十分気を付けて下さ
い。まず、福島のみんなあそびにおいでんプロジェ
クトの小松恵利子様がおいでになっております。そ
れから磐城農業高等学校インターアクトクラブより
顧問の佐藤先生と生徒さん 2 名がお見えになってい
ます。後程国際理解研修会報告をしていただくこと
になっています。宜しくお願いします。また会員の
皆様の中で会費未納の方がいらっしゃいます。早目
に対応をお願い致します。それと先日 17 日にいわき
分区ガバナー補佐の会合がありました。それでイン
ターシティミーティングの内容が分かりましたので、
スケジュールは後程お知らせ致します。現在当クラ
ブから出席者 25 名となっており感謝申し上げます。
次年度は当クラブがいわき分区ガバナー補佐を出し
ますので今回よく見て次回の時はより良いＩＭにし
たいと思いますので宜しくお願い申し上げます。ま
た、3 月 11 日いわきアリオスの前で希望の灯りがあ
りますので会長、幹事で出席予定です。4 月 22 日に
はいわき分区ゴルフコンペが小名浜カントリークラ
ブで予定されています。今日はいろいろとあります。
ので私からは以上です。

◎幹事報告−小熊

東幹事

正会員数
本日の出席率

−今月は職業奉仕月間です−
ロータリーの行動規範
木村 義英 会員

◎各委員会報告
◇出席委員会−大平伸人小委員長
本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は出
席奨励賞を差し上げたいと思います。名前を呼びま
すので前の方へどうぞ。本間会員、鈴村会長エレクト、
荒川清会員、私大平です。おめでとうございます。

◇スマイルボックス委員会−富岡幸広委員

・国際ロータリーより職業奉仕月間資料が届いていま
す。回覧中です。
・ザ・ロータリアン、財団ニュースも只今回覧中です。
・いわき桜ロータリークラブより 1 月プログラムが届
いております。
・2 月 7 日㈬は、ガバナー公式訪問ということになっ
ています。
・2 月 24 日㈯のＩＭは只今会長が話をしたように 25

出席状況

我等の生業

56 名
89.80％

・磐城農業高等学校インターアク
トクラブの皆様を歓迎して。
髙木、冨澤、生駒、渡邉（國）
、
髙萩、
鈴木（雅）、斉藤、
赤津（善）、
高橋、
川口、高田、
関川、
荒川（義）
、
山下、藤田、木村、渡邉（公）
、
影山、荒川清、鈴木（修）、久野、
星、林、大平、今泉各会員及び佐藤政司会長、木幡

本日出席会員数

44 名

副会長、鈴村会長エレクト、小熊幹事、嵐副幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。
大平、本間、荒川清各会員及び鈴村会長エレクト
・前回欠席ごめんなさい。
富岡、赤津（和）各会員及び木幡副会長
・本日早退ごめんなさい。
鈴木（雅）会員

◎ゲスト挨拶
福島のみんなあそびにおい
でんプロジェクト
代表 小松 恵利子 様
皆さん、こんにちは。福島のみ
んなあそびにおいでんプロジェク
ト代表の小松恵利子と申します。
2013 年に私の実家があります愛知
県岡崎市の岡崎南ロータリークラブのメンバーの方
から福島の子ども達に何かしてあげたいが何かない
かと相談がありました。私の父も兄もロータリーク
ラブのメンバーでたまたま聞いた方から紹介があり
ました。お母さんの間で 2012 年夏に親子を福島から
呼ぶ企画を行いました。また、是非親子を呼んであ
げたいと思いインターアクトの高校生もどうだろう
ということで、2013 年 8 月に磐農といわき総合高校
のインターアクトのメンバーを招き高校生の交流事
業、親子との交流事業をさせていただきました。そ
の後、斉藤さんとのご縁もあり、剣道の子ども達を
交流試合をさせていただきながら活動して参りまし
た。今度は岡崎城西高等学校インターアクトの先生
から相談があり、これまで岩手や宮城には皆で行っ
たが福島にはまだ行っていないので窓口になって欲
しいとたのまれ私がやるしかないと思いました。こ
の場を借りて皆様にご協力をお願いして、子どもた
ちにこれからを考えさせる切っ掛けを作りたいと思
います。どうぞ宜しくお願い致します。

◎冨澤藤利パスト会長報告
グループトピックスクレハグ
ループウエブにクレハＯＢの著書
大学の教科書に採用と載りました
ので報告させていただきます。内
容は元クレハ代表取締役専務いわ
き工場長冨澤藤利の「赤い大国と
成長センター」が福島大学の教材
として使われています。冨澤さんは退職後これまで
3 冊の本を発刊し、現在 4 冊目を執筆しております。
採用されたのは 2 冊目で同大学地域創造支援センター
より要請を受けて国際対応の本として採用されまし
た。百姓で体を鍛えて強い心臓にし、物書きに集中
し柔らかい脳作りに務めたいと思うと共に私の仕事
が世の中の役に立って良かったと思います。明るい
話題を提供できたことを皆様に感謝申し上げます。

◎インターアクトクラブ国際理解研修会報告
福島県立磐城農業高等学校
インターアクトクラブ顧問 佐藤智子先生
2 年 松島 萌恵さん、3 年 草野 里奈さん
皆さん、こんにちは。本日はお招きありがとうご
ざいます。私は 2 年の松島萌恵です。3 年の草野里奈

です。12 月に行われた国際理解研修会活動報告をし
ます。今年の
研修会会場は
天栄村にある
ブリティッシ
ュヒルズです。
日本なのにイ
ギリスにいる
ような錯覚に
落ちいる素敵
な施設でした。12 月 17 日、18 日の 2 日間の研修内
容はご覧の通りです。研修会場までの送迎は勿来ロー
タリークラブ青少年奉仕委員会委員長の高橋様と副
委員長の星様にお話になりました。ホストクラブの
福島南ロータリークラブ会長の横山様と国際ロータ
リー第 2530 地区ガバナーノミニーの芳賀裕様、地区
インターアクト委員会委員長の大木和彦様より挨拶
をいただき
ました。ま
ず、オリエ
ンテーショ
ンがあり施
設の説明や
過ごし方、ス
ケジュールの説明が全て英語で行われました。昼食
はダイニングルームで他校の生徒さんと一緒に食べ
ました。天栄村では雪が膝まで積もっていました。
英語研修はジャマイカ出身のケニアン先生がサバイ
バルイングリッシュを行いました。問題は 20 問あり
全て日常会話で使われるものでした。ディナーはロー
ストビーフをいただき他校ともコミュニケーション
をとることが出来ました。18 日は朝食後ジェルキャ
ンドルメーキングに挑戦しました。英語で作業の説
明を受け、自分達でイメージ図をデッサンしカラー
サンドやガラスの小物を配置して最後にジェルを流
し込みました。会話は全て英語で行わなければなり
ませんでした。作品も素敵な物が出来上がりました。
閉会式ではひとりひとり修了証をいただきました。
ブリティシュヒルズではたっぷり英語を話し、イギ
リス文化に触れた貴重な 2 日間でした。この様な機
会を与えていただき勿来ロータリークラブの皆様に
感謝しています。ありがとうございました。

