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皆さんこんにちは、暑さが戻ってきました。
と伝いますと、私だけが嬉しい様に聞こえますが皆さんいかが
お過ごしでしょうか？
体調も鞍掛先生によると、ビタミンＡ野菜を良くとり充分な休養
適度な汗をかくのが健康には大切な事と、お聴きしました。
さて、昨日大学の同窓会が仙台で開催され出席して参りました。
私の 3 回後輩の郡和子仙台市長も出席し、大変盛り上がった会でした。実は、皆さんも
ご存知と思いますが先日の仙台市長選自民党推薦の菅原さんとの激烈な戦いでありました。
当然なことですが、お二人とも同窓生なので会ではお二人を推薦し応援したそうです。
今後の活躍を期待したいと思います。
本日の例会は会員スピーチで新関さん・水戸部さんの国際大会アトランタとキューバ旅行
のお話です。宜しくお願い致します。

本日の卓話
「国際大会アトランタとキューバの話」
新関彌一郎ＰＧと水戸部陽一氏
ロータリー国際大会がアトランタ（ＵＳＡ）
で 6/11 の開会式から 14 日の閉会式に参加
してきました。
新関ＰＧのお誘いをいただき約 20 名での旅行です。大会の前にキューバを旅行してきまし
た。つい最近アメリカと国交回復しましたがどんな様子なのかとても興味のある国でした。
領土は日本の本土の半分程度、人口は 1,100 万人。通貨は人民ペソと兌換ペソ
キューバ革命（1959 年）
親米派のバティスタ政権をフィデル・カストロ チェ・ゲバラが、カピーロの丘で政府軍
を乗せた装甲列車をたった 18 名のゲリラで襲撃、現在もそのまま列車が残されています。
これを機にゲリラ軍が優位に立ち革命につながりました。

町の様子
スペイン統治時代の建物がそのままに残っており、高層ビル
群は全くなし、都市部は新しい車も走っておりますが、人力
自転車、馬車が多くクラシックカーが予想外にたくさん走っ
ておりました。1950 年代の車で部品は自分で作る。エンジン
は三菱製が多い。
ホテルプラザ（ハバナ）革命前にはＲＣ例会場で 100 年経過
している。
革命広場には左側の建物が内務省で壁にゲバラの顔、右側の建物が情報通信省で壁にカミー
ロ・シンフェゴスの顔が描かれている、ともにキューバ革命を闘った人物、カストロと仲の
良い同志
産業
サトウキビ、一時は一面がサトウキビ畑であり、奴隷を監視する塔もありましたが今では畑
がほとんど見かけません。キビを原料にするラム酒の製造ブランド名ハバナクラブ飲み物
モヒート（ラム・炭酸・ミント・レモン）
観光地
パラデロ キューバ最大のビーチリゾート
デュポン家の別荘 イタリア大理石の床にマホガニーを使った天井 ゴルフコース
10 ㎞にもわたる土地を１㎡ 14 セントで購入、翌年 70＄で売却
アルカポネの家（石の家）アメリカ禁酒法時代キューバから密輸のため
ヘミングウェイ キューバを愛したヘミングウェイが人生の 3 分の 1 を暮らした場所、現在
ではヘミングウェイ博物館として屋敷の一部が公開されている。

幹事報告

相馬

勝博

幹事

1. 米沢上杉ＲＣより、創立 55 周年記念式典の案内が届いています。
日時：11 月 18 日 ＰＭ 1：30 より
場所：グランドホクヨウ
2. 国際ロータリー第 2800 地区ガバナーより、ロータリー財団セミナー開催案内届く。
日時：9 月 16 日 ＰＭ1：30 より 場所：ホテルシンフォニーアネックス
3・公益財団法人米山梅吉記念館理事長より、秋季例祭の案内と、賛助会員の募集案内届く。

7 月 26 日例会の卓話
「地区事務所？ご存知ですか？」
第 2800 地区事務所事務員

菅野真紀

氏

皆さんこんにちは。国際ロータリー第 2800 地区・地区事務所の菅野です。
私は、新関 PG の 2012-13 年度 GE 事務所と 2013-14 年度 G 事務所の事務局員として、約２
年に渡り勤めさせて頂きました。その節は、天童東 RC の皆様に大変お世話になりまして、

ありがとうございました。
通常だとこの２年間で、G 事務所の事務局員は、ロータリーの仕事が終わるわけですが、
新関 PG と当時の地区幹事であった志田さんのおかげで、2014-15 年度より地区事務所を 立
ち上げることになり、今度は、地区事務所の事務局員として、引続きロータリーの仕事を
させて頂けることになりました。今、私がこうして地区事務所の仕事をさせて頂けるのは、
新関 PG と志田さんのおかげです。本当にありがとうございました。
主な仕事は、G 事務所・GE 事務所のサポートと、R 財団、米山奨学委員会、青少年交換
委員会に関する事務手続きです。その他、地区のホームページの管理や RI のホームペー
ジ「My Rotary」に関する問い合わせについても、対応させて頂いております。
年度初めは、クラブ役員の交代もあり、My Rotary の登録の仕方や、クラブセントラルに
関する問合せ、クラブ請求書に関する問合せなどを多くいただきます。

米山・・7 月

米山奨学セミナー、10 月

料理交流会、12 月

選考試験、1 月 世話クラ

ブ・カウンセラー募集、2 月 卒業する奨学生の歓送会、3 月 サブ世話クラブ募集、4 月
オリエンテーション、5 月 学友会温泉懇親会、R 財団・・・9 月 R 財団セミナー、3 月補
助金管理セミナー、地区補助金申請〆切、4 月 地区補助金審査会、6 月 地区補助金監査
会、グローバル補助金は随時、青少年交換・・・5 月 派遣候補学生募集、9 月 選考試験、
年 7 回の委員会＆オリエンテーション、来日学生の保険手続き（英文での保険の案内や
RIJYEC への連絡）今年度の青少年交換の来日学生 4 名（アメリカ、ブラジル、ハンガリー、
台湾）の保険手続きも無事完了したので、8 月には来日します。
その他、新しく事務手続きをされる方々の手助けになるようにということはもちろんの
こと、クラブ事務局の方々は、私よりもベテランの方々がたくさんいらっしゃいますが、
そういった方々の手助けにもなるようにということを常に心がけています。
これからも何かございましたら、お気軽にご連絡を頂ければと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

委員会報告
ゴルフ愛好会
代表 斎藤幸雄
会長杯ゴルフコンペの案内 多くの参加お願い
平成 29 年 9 月 17 日（日） 天童ＣＣ
会員増強・研修委員会
佐藤 豊委員長
9 月 24 日（日）商工会議所主催ゴルフコンペがあります。多くの参加お願い。

出席報告

永山和敏委員長

本日会員 48 名

出席者 41 名 出席率 95.3％
義務出席者 43 名

前々回出席率 93％に修正いたします。

スマイル報告

・赤塚

弘実

報告者

分銅昭夫

親睦・スマイル副委員長

弥一郎さん・陽一さん 5 月の国際大会アトランタ
キューバの話し楽しみです。

・相馬 勝博
・新関彌一郎
・水戸部陽一
・志田 泰久
・鞍掛 彰秀
・野川 桂一
・武山
茂

新関さん水戸部さん本日の卓話宜しくお願いします。
国際大会の写真を見て頂きます。
本日のスピーチ・・・・アヤ・・・・。
（奥様誕生日）？
本日のプログラム新関パストガバナー水戸部さん面白い話をよろしく。
新関さん水戸部さん本日卓話宜しくお願いします。たのしみです。
新関ＰＧと水戸部元会長のスピーチ聞きにきました。
と昼食代
新関さん水戸部さん今日のお話楽しみにしておりました・

・米野
・斎藤
・古瀬

幸治
幸雄
正勝

・分銅
・鎌倉

昭夫
景昭

新関ＰＧ水戸部さん今日の卓話楽しみです。行きたくなるような話を
新関さん水戸部さんお話楽しみです。なるべくおもしろい話しを。
新関パスト水戸部さん国際大会出席ご苦労様です。アトランタと
キューバ観光の話楽しみです。
ご両名の話たのしみです。今日スマイルを紹介させて頂きました。
いつもお世話様です。今日出雲神殿の大祭に息子と一緒にご奉仕を
させていただきました。天童ホテルのご繫昌をお祈り申し上げます。

お
・斎藤

礼
栄一

家事調停事件の為早退します。
先日（8/19）の母の葬儀に際しまして多くの会員の皆様よりご会葬を
たまわり厚く御礼申し上げます。

