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開 会 点 鐘
12 時 30 分
ロータリーソング
我らの生業
ゲスト・ビジター
ＲＩ第 2800 地区(山形県)
長井中央ＲＣ 沼澤 岩夫 会長 １７名様
利府ＲＣ 菅原 周二 様
会 長 挨 拶

幹 事

鈴 木

誠

穀 田

満

幹事

◇国際ロータリーより
・2015年にブラジル・サンパウロで開催されるロータリー国
際大会についてのご案内

・新世代と青少年奉仕についての連絡
◇国際ロータリー第2520地区ガバナー事務所より
・2015-16年度派遣長期青少年交換プログラム（１年間）

会長

留学生の募集について

・青少年交換短期海外研修プログラム派遣募集について
・山口淑子ガバナーより公式訪問に際しての御礼状
・月信３号『 ７月分出席報告 』 につきまして訂正。
・ＲＹＬＡ研修セミナーのご案内

本日は、第2800地区山形県長井市より、長井中央ロ
ータリークラプ様が、沼津会長を中心に総勢17名で、
我が多賀城ロータリークラプにお越しいただき大変感
謝いたします。長井市は、昔からあやめの花が有名で
すが、多賀城市も歴史は短いものの、あやめの花で、
頑張っております。今後共あやめつながりで、よろしく
お願い申し上げます。本日これから当日ータリークラ
フ、、会員企業のJX日鉱日石石油精製仙台精油所を
職場訪問をして頂くことになっておりますoありがとうご
ざいます。感謝いたします。
本日11日で、東日本大震災からちょうど3年と半年
がたちます。仕事のほうは少しずつ復興に向かってお
りますが、衣食住の住に対しては、復興住宅もこれか
らの着工ですし、環境に関してもまだまだ進んではお
りません。復興もまだまだ出口の見えないトンネルの
中にいるような気がいたします。
今朝も、北海道と宮城県で大雨がふり、東松島や石
巻では床上まで浸水した地域もあるようです。多賀城
市も昔から水のは弱い町で何回も水害を経験をいた
しておりますので、水害の大変さは、身にしみて
感じます。町の早い対策をお願いしたいものです。
それでは、
長井中央ロータリークラブのみなさま、本日はどうぞ
ごゆっくりして行ってください。

１０月２５日（土）～２６日（日）

△仙台宮城野ロータリークラブより
・創立２０周年記念式典のご案内
日時：１１月２２日（土）
受付開始 １４：００
記念式典 １５：００～１６：００
記念講演 １６：００～１７：００
祝賀会
１７：１５～１９：１５
講師:スポーツコメンテーター山崎 武司 氏
場所：ホテルメトロポリタン仙台４階
登録料： お一人様 １０，０００円
□多賀城市民夏祭り実行委員会より
・御礼状
・多賀城市民夏祭り報告会開催のご案内
日時：９月１８日（木）午後６時～
場所：和食の小島
□利府高等学校同窓会 会長 菅原 宏和 様より
・御礼状と記念のボールをいただきました。
□公益財団法人 地域創造基金 さなぶり より
・感謝のさなぶり のご案内
△仙台南ロータリークラブより
・週報についてのお願い
○週報をいただきました
石巻西・仙台東・鹿児島南・
仙台レインボー・仙台西 各ＲＣ様
①

震災前の生活には程遠いものと、その心中をお察っし
申し上げます。
「復興支援」などという言葉では、我々、長井中央Ｒ
Ｃのこの行動は誠におこがましいと思いますが、長井
と多賀城との今後の繋がり、そして、ロータリアンとして
多賀城ＲＣの皆様との出会いを、我々長井中央ＲＣを
一歩前進させる糧とさせて頂きたく、会長として感謝と
御礼を申し上げます。ありがとうございました。

ビジター・スピーチ
○利府ＲＣ菅原 周二 様
・利府高等学校野球部甲子園出場ご支援御礼。
・パストガバナー、
㈱白寿殿 代表取締役 菅原 周一儀 葬儀御礼

委員会報告
・親睦委員会 加藤 明 委員長
麻雀大会終了報告。10/26 家族イモ煮会開催
・炉辺談話委員会 林 智 委員長
第１回炉辺談話開催報告。
次回、横田会員宅にて自宅集会予定。

○ＲＩ第 2800 地区 長井中央ＲＣ沼澤 岩夫 会長

卓

話

「青少年フォーラム」
担当:加藤 千明 青少年奉仕委員長
「青少年奉仕」については、規定審議会により奉仕
委員会として正式に四大奉仕と同等の奉仕部門として
五大奉仕となりましたが、多賀城ＲＣは、時の手続要
覧により名称は変わりはしましたが、創立まもなくから
五大奉仕部門として取り扱われてきました。2013 年の
規定審議会決定よる手続要覧によれば、青少年奉仕
（YOUTH SERVICE）
青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェ
クトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と
異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青
少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらさ
れることを認識するものである。
若い人々の多様なニーズを認識しつつ、よりよき未来
をもたらすために彼らの生活力を高めることによって、
若い人々に将来への準備をさせることは、各ロータリ
アンの責務である。すべてのクラブと地区は、新世代
の基本的ニーズ（健康、人間の価値、教育、自己開
発）を支援するプロジェクトを立ち上げるよう奨励され
ている。………となっています。
多賀城ＲＣの青少年
奉仕委員会の活動は、
長い間「カントリー作戦」
「多賀城ＲＣ旗争奪少年
野球大会」開催に表さ
れるように、青少年ととも
に屋外で一緒に活動す
ることにありました。
しかし、継続事業とし
て続ける内にその意味
合いは、社会奉仕に係るところが大きいとの、時のガ

本日は多賀城ＲＣの例会に私共長井中央ＲＣ会員
の大挙のメイクアップをお受けいただき、感謝申し上
げます。長井中央ＲＣのある長井市は、白つつじ、あ
やめ、萩という「花」の町をキャッチフレーズにしており
ます。その中で萩公園を敷地内に持つ「萩苑」という
会場で例会を行い、現在、２１名で活動いたしておりま
す。
本日このように「メイクアップ旅行」という形になった
のは、今年度、７月の第一回目の例会が通産 1,111 回
という回数にあたり、何か記念の事業をしたいという事
になり、３年前の 1,000 回例会時に記念として東京西Ｒ
Ｃにお邪魔した過去があり、この度も、全員で「メイクア
ップ旅行」をしたいということになりました。
東日本大震災からこの９月 11 日が３年半となり、こ
の多賀城市と長井市は、震災当時、水道の断水に対
して給水車の応援や、その後の道路をはじめとしたイ
ンフラ整備の為に長井市の多くの業社の参加があっ
たことが市報やマスコミで取り上げられておりました。
我々クラブにも上下水道業社、建設業界の会員、理
事を務める会員がいるということも御地を訪ねるきっか
けの大きな要素です。
今朝、地元の新聞では、３年半経過しても全国に９
万５千人もの人々が避難されているという記事が載っ
ておりました。普段の生活になったとはいえ、まだまだ
②

バナーより指摘を受け、本年度からこれらの事業は社
会奉仕委員会が担当することとなりました。
そんな中、本年度の鈴木会長は、震災から３年、今
こそ本当に子供たちが未来に夢を持てる地元、地域
社会にすることを考えなければならないのではとの想
いから、今年度は「仮称 多賀城子供夢会議」開催(市
内中学生による子供達の発表、シンポジュウム)に向け
て頑張ろうということになりました。私達大人は純粋に
聞き役となり、その中から今の大人は何が出来るのか
を探るというスタンスです。
調べてみますと同じような構想を進めているグルー
プがありました。「多賀城市生涯学習百年構想委員
会」です。皆様も良くご存知の長く教員を務め、国際
交流協会などでも活躍の阿部 豊子女史が中心にす
すめているもので、部会として市内小中生に自由に話
せる場を提供してきたこともあります。
ロータリークラブとしてどういった形で連携をとり、協力
し合えるかについて協議を進めることになっています。し
かし、ロータリーとしては、むしろその後のフォローをきち
っとすすめて行くことこそが重要と思っています。現在６
万人の多賀城市ですが、少子高齢化はこの地方都市に
も確実に進行しており、2040 年には５万人になると云わ
れています。将来の為に今のうちから今の子供達に手助
けし、フォローしてゆく方向をはっきりさせなければと思い
ます。そうした形の一つがロータリーのインターアクトクラ
ブ提唱に繋がってゆくのかもしれません。

出 席 率 報 告
横田 芳博出席委員長
本日第 2054 回例会
２８/３１名
90.32％
前々第 2052 回例会修正出席率
90.32％
メイクアップ
９/２ 鈴木会長、穀田幹事、引地社会奉仕委員長
カントリー作戦打合せ
９/３ 加藤（千）青少年奉仕委員長、穀田幹事
多賀城市生涯学習１００年構想実行委員会
９/３ 加藤（明）親睦委員長、大久保親睦副委員長
親睦委員会打合せ
９/４ 鈴木会長、穀田幹事、横田直前会長、
大友会長エレクト、菅野クラブ奉仕委員長
クラブ奉仕委員会打合せ
９/６ 伊東、林、阿部（祝）、佐藤（良）、鈴木、穀田
大友、阿部（新）、加藤（明）、大久保、赤坂
松村、芦澤 各会員
第１回炉辺談話 仙台サンプラザビアガーデン
大場光夫ガバナー補佐
９/２ 松島ＲＣ ガバナー公式訪問
９/８ 利府ＲＣ クラブ協議会
次

スマイルボックス

「観光と多賀城」

横田 芳博 S・BOX 委員長
・本日は１７名メイクアップをさせて頂きありがとうございま
した。
長井中央ＲＣの皆様
・いろいろとお世話になりました。今後ともよろしくお願い
致します。
利府ＲＣ 菅原周二 様
・長井中央ＲＣの皆様、利府ＲＣ菅原様メイクアップあ
りがとうございます。加藤千明青少年奉仕委員長
卓話ありがとうございます。
鈴木会長、穀田幹事、佐山、田口、小野、伊東
岩井、伊藤(尚)、丹野、関、大友、佐藤（仁）、横田
菅野、阿部（新）、加藤（明）、引地、小向、芦澤各会員
・本日卓話させていただきました。また長井中央ＲＣの
皆様本日メイクアップありがとうございます。
加藤（千）会員
・ようこそ長井中央ＲＣの皆様。ようやく各クラブのクラ
ブ協議会が完了しました。ガバナー公式訪問があと２
クラブのみとなりました。
大場（光）Ｇ補佐
・長井中央ＲＣの皆様ようこそ多賀城へお越しください
ました。この例会終了後の弊社製油所ご見学も
よろしくお願いいたします。
松村会員
・６人目でやっと男の子の孫が生まれました。次回は
来年の３月の予定です。
林会員
本日の合計 ４０，０００円

閉

会

点

鐘

回

卓

話
担当：丹野 五郎 会員
13 時 30 分
文責：小 野
薫

沢山のお土産をいただきました。
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