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Barry Rassin

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 12 回例会 2018.10.29（＃2218） 会場：シリウス
例会ホスト・紹介係
澤本君 会費係 時園君
受付係 秋山君 乳井君
司会者 駒井君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 細谷君

前回の報告
第 11 回例会 2018.10.22（＃2217） 会場：アザレア

福島南・麴町 RC
姉妹クラブ締結７周年記念例会

ガバナー公式訪問
松坂 順一ガバナー
会長報告
1） 本日は、姉妹クラブ締結7周年の
記念例会に御参集頂きましてあ
りがとうございます。
6月の50周年祝賀会には福島南
RCからも多くの人皆さまにお越し
いただきました。改めて御礼申し上
げます。
これまで、震災復興支援に関連す
る事業を共有して来ました。 今後
は、復興支援事業に限らず、各方
面の社会貢献事業を御一緒におこ
なっていきたいと思っております。
幹事報告
1）本日は、多くの人皆さまにお集まり
頂き、有難うございます。
2）来週は、ガバナー公式訪問です。
役員、各委員長は11：００にガーデン
コート5F「アリエス」に御集合くださ
い。

＜福島南 RC・吉田和義会長からのご挨拶＞
おばんで御座います。
本日は姉妹クラブ締結 7 周年記念例会にお招きいただきありがとうございます。東日
本大震災の年 2011 年 10 月 19 日に姉妹クラブ締結し 7 年が経過しました。福島の
復興支援を続けて頂き心より感謝しております。2015 年から復興支援として飯舘村
の小中学校に図書や教材を贈ってきました、今日は麹町ＲＣの皆様に飯舘村の現在
の姿をお伝えしたいと思います。
村内の居住者は 446 世帯 875 人です。震災以前の人口は 6152 人、14％の人が村
に帰ってきました。今年の 4 月 11 日に麹町ＲＣの皆さんと訪れた認定こども園・小中
学校の校舎は完成、体育館、運動場、プール、野球場等の付属設備も立派に出来
上がっておりました。教育委員会村山課長の話によると学童数 106 名（認定こども園
含む）の内、村内居住者は 8 名、残りの 98 名は川俣・福島・伊達の避難場所よりスク
ールバスで通学しているとのことでした。このように村内の居住者はほとんどが高齢
者であることがお分かりだと思います。村役場、消防署、郵便局、いいだてホーム（特
養施設）に勤務するほぼすべての人が村外から通勤しています。嬉しいお知らせも
あります。飯舘村は 2020 年オリ・パラのホストタウンに登録、ラオス・オリンピック委
員会が 8 月来村、順調にいけば来年度から事前合宿の受け入れにつて本格的な準
備が始まります。ラオスとの交流はラオス・ドンニャイ村に中学校建設資金援助、平
成 22 年建設着工、平成 23 年 2 月英訳した絵本を現地に送る、平成 23 年 3 月東日
本大震災、ドンニャイ村から寄付やメッセージ届く、平成 24 年 2 月ドンニャイ中学校
竣工、平成 28 年 10 月ドンニャイ中学校の卒業生代表が来村、私も当時村外に避難
した仮設中学校での交流会に参加したことを思い出しました。そんな交流を経てラオ
スとの絆が結ばれていったと思います。
厳しい飯舘村の現状を理解したうえで、小さな支援を継続していきたいと思います
ので宜しくお願いいたします。

例会記録
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次回予告

会員総数 45名 出席会員数 22名
ゲスト
5名 その他
12名
ビジター
0名 事務局
3名
海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名
出席率 46.67％
────────────────

福島南 RC：本日は福島より参りました。
締結７周年を祝して。
新保会員、飯嶋会員、木元会員、佐藤会員
須藤会員、時園会員、若林会員：
福島南 RC の皆様、ようこそお出で下さい
ました。おばんです。
締結７周年をお祝いして。
金田会員：相馬野馬追では、大変お世話にな
りました。
濱田会員：本日の分区ゴルフ予選会で大たた
きをしました。申し訳ありません。

第13回例会 2018.11.5（＃2219）
会場：アーチェロ
例会ホスト・紹介係
奥君
受付係 齊藤君 福田君
会費係 杉本君
司会者 木寅君
ソングリーダー 須藤君

10 月 1 日 Make-up 後の

出席率 73.33％

卓話

「税務行政の現状と取り組み」
麴町税務署署長 河添博士氏
紹介者 後藤君
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バリー・ラシン RI 会長 （バハマ）
経歴
フロリダ大学で保険・病院経営の MBA を取得し、
医療教育機関である American College of
Healthcare Executive でバハマ初の特別研究員。
院長として３７年間務めた医療機関 Doctor
Hospital Health System を最近退職し、現在は
顧問。全米病院協会の生涯会員で、Quality
Council of the Bahamas,Health Education
Council,Employer’s Confederation など複数の
団体の理事・委員長も務めた。
ロータリー歴
１９８０年にロータリー入会。RI 理事を経て、現在
はロータリー財団管理委員会の副管理委員長。
また RI 研修リーダーと K.R.ラビンドラン２０１５～
２０１６年度 RI 会長のエイドも経験。ロータリー最
高の賞である RI 超我の奉仕賞ほか、２０１０年ハ
イチ地震後のロータリーによる災害救援活動を統
率下ことにより多くの人道賞を受賞。エスター夫人
とともに、ロータリー財団のメジャードナー、遺族友
の会会員。
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１１月の予定
１１月５日（月）通常例会
18：00～新入会員歓迎会 ＠維新號
１１月１１日（日） 皇居１周健康ウオーキング
１１月１２日（月） 休会
１１月１５日（木） 15：00～ ＠グランドパレス（九段）
中央分区千代田地区インターシティーミーティング

松坂 順一（まつさか

じゅんいち）ガバナー

略歴
生年月日 1951（昭和 26）年 4 月 2 日生
本籍地 青森県八戸市
学歴
東北大学薬学部卒業
勤務先 有限会社 クオリティ 代表取締役
ロータリー歴
（職業分類：薬局経営〔薬剤師〕）
1994 年 10 月 東京葛飾東ロータリークラブ 入会
1999-2000 年度 東京葛飾東 RC 幹事
2000-2004 年度 地区米山奨学委員会 委員
2002-2003 年度 地区米山奨学委員会 委員長
2006-2007 年度 東京葛飾東 RC 会長
2008-2009 年度 地区青少年育成委員会 委員
2009-2011 年度 地区青少年育成委員会副委員長
2011-2012 年度 地区社会人育成委員会 委員
2012-2013 年度 地区米山奨学委員会 委員
2013-2014 年度 東分区ガバナー補佐
2014-2015 年度 地区拡大増強委員会 委員
2015-2016 年度 地区ﾛｰﾀﾘｰ希望の風特別委員会
委員長
2014 年 7 月～ ﾛｰﾀﾘｰ東日本大震災青少年支援
連絡協議会 副委員長
ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター
米山功労者・マルチプル
家族 子供 2 人
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ

会 長
新保 雅敏
幹 事
飯嶋 一晃
会報委員長 駒井 愼二
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