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■例会日／2013年7月18日（木） ■開会点鐘／12：30
■会場／ホテル
［辰巳屋］8F

7月は
「ロータリー識字率向上月間」
です

福島ロータリー・クラブホームページ

http://www.fukushima-rotary.com

【事務所】福島市栄町5の1 ホテル辰巳屋 7F 【例会日】木曜日12：30 【例会場】ホテル辰巳屋 8F
【TEL】
024-524-1010 【FAX】024-524-1011 【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp

第 3 回 会長挨拶

例 会 次 第

野地 利雄ガバナー補佐
クラブ訪問スピーチ

2013-14年度 会長

紺野 晴郎
本日は県北第一分区ガバ
ナー補佐野地利雄様、幹事黒
羽好夫様をお招きし第 3 回例

紺野晴郎 会長
開会点鐘
ロータリー・ソング「我等の生業」

会を開くことができました。私と野地ガバナー補佐との
最初の出会いは 2006-07 年度の分区幹事をなされて当

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

時の寺島岩男ガバナーと共に福島ロータリー・クラブの
例会においでになられた時です。浅倉俊一補佐との二人
三脚で第一分区が活気に満ちた年度と記憶しております。
今年一年ご指導よろしくお願い申し上げます。

ソングリーダー

渡辺正樹 会員

●血圧測定

会長あいさつ

紺野晴郎 会長

─食 事─

幹事報告
各委員会報告

日比野恒夫 幹事

●広報マルチメディア・雑誌小委員会

昨日 NHK で方言について放送されていました。朝ドラ
の「あまちゃん」の「じぇ」についてでした。
もともとは室町時代の京都で「じゃ」と言っていたも
のが岩手県久慈市の人口 700 人小袖地区では「じぇ」の
方言になったそうです。地元の方のインタビューでコン
プレックスがあって他所へ行くときは笑われて恥ずかし
くて「じぇ」と言葉が出ないようにしていたそうです。
NHK のおかげで今では「じぇ・じぇじぇじぇ」が自慢
になりましたと言っていました。
私はマスコミの力に敬服いたしました。コンプレック
スから自慢に変わる。マイナスからプラスに変えられる。
震災による福島のマイナスも、きっとロータリー運動を
通してマスコミの力でプラスにしなければならないと感
じました。
野地ガバナー補佐と黒羽幹事御指導の下、間違いなく
福島は復興するものと信じ皆様方と力を合わせ楽しい一
年にしたいと思っております。

菅野 晋 会員

佐藤武彦 委員長

●プログラム・ニコニコ BOX 小委員会
プログラム担当

古俣

ニコニコ BOX 担当

猛 副委員長
浦部

博 委員

本日のプログラム

閉会点鐘

幹事報告

紺野晴郎 会長

日比野恒夫 幹事

例会変更のお知らせ
●福島北 RC30 日（火）の例会は、
午後 6 時より「家族夜間例会」の
ためローゼンケラーに変更してお
りますのでお知らせ致します。
●当クラブ次週 25（木）の例会はクラブ協議会で午
後 6 時 30 分より夜間例会となります。
その他のお知らせ
●本日年会費上期分納入のご案内をしております。
なるべく早めの納入をお願い致します。

来たる 7 月 27 日より、福島県
立美術館で「伊藤若沖展（若沖が来
てくれました）
」が開催されます。
江戸絵画の世界有数のコレクターであるアメリ
カ人のジョー・プライスさんが所有する、伊藤
若沖を中心とした珠玉の江戸絵画コレクション
100 点が出品されます。東日本大震災に大変
なショックを受けたプライスさんが、被災地を
応援しようと無償で貸し出しし、宮城・岩手・
福島の被災地 3 県だけを巡回します。特に、今

回は被災地の子供を元気付けようと、子供が見
やすいよう動物画・美人画などテーマごとに
展示し、絵の解説文も子供の解りやすい文章と
なっています。貴重なプライスさんのコレク
ションが、わざわざ福島にやって来ますので、
是非とも美術館まで足を運んで素晴らしい作品
の数々を堪能していただきたいと思います。特
に、色鮮やかにそして緻密に描かれた大作「鳥
獣花木図屏風・伊藤若沖作」は必見です。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

野地 利雄ガバナー補佐 クラブ訪問スピーチ
2013-14年度 RI2530地区
県北第一分区ガバナー補佐

野地 利雄 様
皆さん、こんにちは。
先般、7 月 4 日第一回例会にて第一分区 6 クラブ会長・
幹事さんと共に 2013-14 年度のロータリー役員として
ご挨拶して参りました。先達ては、ガバナー共々お世話
になり、ありがとうございます。
福島ロータリーさんは、第一分区の親クラブでござい
ました。地区の役員を多数輩出し、ロータリーの歴史そ
のものでございます。心より敬意を表します。また、三年
前の南 RC が大橋ガバナーを輩出及びガバナー年度の際
には、福島 RC さん、そして阿久津先生には、ご指導頂き、
何とか次年度に伝え送ることが出来、会員一同、感謝致
しております。今後共、子クラブ・孫クラブにとって良
きご指導を下さいますようお願い申し上げます。
今年度、渡邉公平ガバナー年度は私と黒羽さんが第一
分区のガバナー補佐の役目を担う事になりましたので、
宜しくお願い申し上げます。
さて、今年度も紺野会長さんや日比野幹事さんより、
地区活動方針のお話しがあったかと思いますが、その前

抜粋した一部でしたが、大変素晴らしいお言葉でした
ので、ご紹介申し上げました。話しを元に戻します。
RI や地区よりクラブ会員の皆さんにお願いごと、ロー
タリー規定変更箇所及び新たな活動等、多くございます。
会長・幹事会にて説明があったと思います。これに先立
ちまして、ロン・D・バートン RI 会長の「ロータリーを
実践し、みんなに豊かな人生を」という今年度のテーマ
が発表されております。その中で、渡邉公平ガバナーが
5 つの地区目標を発表され、活動の基軸にしてほしいと
述べておられます。
①ロン・D・バートン RI 会長賞にチャレンジする。
ロータリー財団年次基金寄付・職業奉仕への献身
②福島復興プロジェクトを推進する。
③効果的なクラブ活動推進のために、一会員一名を
推薦し、純増 3% を実現する。
④世界の懸け橋となる米山奨学生へ更なる支援を行う。
⑤ RI 青少年交換全国大会を成功させる。
（5 月 24 日リステル猪苗代にて 400 名〜 600 名参加）
また、ガバナー補佐の責務とは、クラブ目標進捗状況

に広島平和国際フォーラムにおけるロン会長の演説の一
部をご紹介致します。
（渡邉ガバナーより文章が届いてお
ります）

の評価、クラブの諸問題の解決方法、クラブ活動状況記
録を行う事となっております。
渡邉ガバナーより、上記 5 点の地区重点活動について、
ロータリー財団に関しては、昨年に引き続き、1 人 150

「この平和フォーラムでお会いできて大変嬉しく思っ
ています。私達はロータリーの色々な方法で、世界を平
和にする機会に恵まれます。今日は、ロータリーが与え

ドルの寄付をお願いしたいそうです。また復興支援金は、
今年度一年間で約 3300 万円、予算化し、小高・浪江・
富岡の 3 クラブに対し、前年同様 1 人約 5 万円で 5 百万
の援助を行う事にしたいとお話しがありました。ガバ

てくれるチャンスについて語り合いましょう。世界中に
あるロータリーのお陰で、生活を改善しつつある大勢の
人がいます。ロータリアン一人ひとりがロータリーを通
じて他の人の人生をより豊かにしようとしたからです。
無限の可能性を引き出すことに決めたからです。ロータ
リアンが、人々の人生を豊かにしようとしたからです。
私達は何故、みんなロータリーに入っているのですか。
私は長い間、ロータリアンでいました。想像を絶する時
間をロータリーに割いています。それでも、ロータリー
から今まで受けた恩を充分に返せたとは思っていませ
ん。私をロータリーに誘ってくれた人がいなかったら、
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希望を与えて、そして奉仕を通じて平和を築くのです。
私達の一人ひとりからロータリーの奉仕活動は始まるの
です。
」

ナーに大変お伺いしづらい事ではありましたが、今年度
3 クラブの支援は 4 年目となり、それは活動資金かそれ
ともお見舞金なのか教えてほしいと申し上げました。前
年度、地区で多方面より頂いた義援金の入金は、310 万
円程でありました。
また、猪苗代湖水環境協議会においては、ロータリー
活動として 5 年計画で進めており、あと 2 年となりまし
たが、大変有意義な活動を行っているかと思います。前
期の 5 月 30 日には「東北水環境保全賞」を授与されるま

そんな私の人生を想像することができません。皆さんは
もう一段高いレベルのロータリアンになろうとしている
と思います。
クラブのリーダーシップを発揮する役目を担おうと、
あなたがもっと多くのことをロータリーで達成する一つ
の方法は、今以上にロータリーに真剣に取り組むことで

でになっております。今年も 1 会員 500 円の会費納入の
お願いと、9 月 28 日（土）ですが「福島 RC・第二分区の
クラブ」と共に水草回収をお願い申し上げます。
平成 17 年まで猪苗代湖は水質日本一と言われて来ま
した。現在はランク外となってしまいました。水質日本
一に戻すために、特に富栄養化が顕著な湖北部の松橋浜・
天神浜の砂浜に打ち上げられた枯れた水草を回収する作

す。ロータリーの奉仕活動は、人々を援助し、幸せにし、

業を行っています。昨年度は 9 月 9 日に清澄さをアピー

ルすべく、恒例の学生水泳大会を開催すると共に計 18
回の水草回収作業を行いました。
昨年度の回収作業には、会員約 653 名と共に猪苗代町
職員も含め一般の方にも参加頂き、総勢 1695 名の方が
回収作業を致しました。水草回収量も 185 ㎥となりまし

7 月 27 日（土）に地区社会奉仕セミナーが郡山市卸町
会館にて行われます。8 分区の代表者が復興支援につい
て発表するようです。先達ての会長・幹事会にて福島中
央 RC の坂本会長が県北第一分区代表として発表致しま
す。その内容について、各クラブに「復興支援の社会奉仕

た。3 年間の累計で 52 回の作業、4200 名の参加、回収
量 380 ㎥となりました。地元の中学生や集落資源保全会
の参加も頂くようになり、ロータリー会員以外の多くの
参加を得る事が出来、県民の猪苗代湖浄化への関心の高
まりを実感しております。
名称変更と致しましては、新世代奉仕委員会が青少年

事業」を教えて下さいとお願いしてあります。中央 RC の
坂本会長さんに一任しておりますので、ご協力、宜しく
お願い致します。
また分区の行事活動をクラブの会長・幹事さんにお願
いしてあります。前年同様の原稿やレジュメでなく、今
年は活動の多様化を伴い、実のある思考をし計画して頂

奉仕委員会に、長期戦略委員会が戦略計画委員会と変更
になります。また、災害復興支援については、先程申し上
げました、今年度の予算の中、有効・適正に使って頂く
ため所定の用紙を使用し、私宛にお申込み頂くようお願
い申し上げます。

くようお願い申し上げます。
また、8 月 5 日（月）渡邉公平ガバナーの歓迎晩さん会
がエルティにて開催されます。ご出席の程、宜しくお願
いすると同時に 8 月 1 日（木）はクラブ公式訪問となっ
ております。色々とお忙しい時期かと思いますが、ご協
力下さいますよう、お願い申し上げます。
一年間、黒羽分区幹事、各クラブ会長・幹事さんと共
に努力していきたいと思います。今後共、ご指導、ご協力
の程をお願い申し上げ、挨拶と致します。

お知らせですが、7 月 24 日（水）は、県北第一分区各
クラブ後援の「大野和士・こころふれあいコンサート・
2013」が福島市の公会堂にて 14 時〜 15 時に開演され
ます。入場整理券がクラブにあると思いますので、何人で
も良いので、幹事さんと御相談の上、ぜひお越し下さい。
今月の「友」より

■横組み P18

「ガバナーの横顔」
2013-14 年度 全地区ガバナーの紹介
■縦組み P2 〜 6 ／スピーチ

「考えよう・育もう！自然と命」
東京都市大学教授・造園家 涌井 雅之
今、環境問題に関して、発展途上国と先進国の対立がありま
す。発展途上国が開発なのか保護なのか、この 2 つの間でさ
んざん悩んでいる時に、日本が第 3 の道を示したのです。す
なわち、自然は人が上手に手を加えていけば、自分たちにも
果実が残り、未来にも果実を残すことができるのだというこ
とです。

■縦組み P14 〜 15

「ロータリー俳壇 歌壇 柳壇」
歌壇に脇屋隆治元会員の作品が掲載されています。

「除染すと 庭の木の根が見える程
土削れども 捨て場所もなく」

7 月号【注目記事】
■横組み P1

「
『ロータリーの友』電子版を発行します」
■横組み P5 ／ RI 指定記事／ RI 会長メッセージ

「ロータリーを実践しみんなに豊かな
人生を」
会長曰く「2013-14 年度のロータリーのテーマ、そして私
から皆さんへのチャレンジは、
『ロータリーを実践し みん
なに豊かな人生』をです。皆さんは、ロータリーの襟ピンを
身につけることを選択しました。これからどうするかは、皆
さん次第です」
。
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お客様並びに来訪ロータリアン
●ゲスト

県北第一分区ガバナー補佐
幹事

黒羽 好夫 様（福島南 RC）
佐久間 功 様（福島南 RC）

●ビジター

広報マルチメディア・雑誌小委員会

野地 利雄 様（福島南 RC）

例会プログラムのご案内
■ 8 月 1 日（木）

佐藤 武彦 委員長

12：30 〜「辰巳屋」

「渡邉公平ガバナー公式訪問」

＊「友」7月号紹介

プログラム・ニコニコBOX小委員会

9：30 〜 10：20

会長 ･ 幹事会（エレクトも参加）

10：30 〜 12：20

クラブ協議会（小委員長以上義務）

12：30 〜 13：30

例会（全員出席）

＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和
13：30 〜 8 月理事会（例会終了後）

古俣

■ 8 月 8 日（木）→ 5 日（月）に変更 18：30 〜「エルティ」

猛 副委員長

｢ 県北第一分区ガバナー歓迎晩餐会」

＊8月プログラム案内

■ 8 月 15 日（木）理事会承認休会 / 第 1 回目
■ 8 月 22 日（木）

血圧
測定

「納涼夜間例会」

明治病院

■ 8 月 29 日（木）

看護師

菊池 冨久

内池 浩会員

＊プログラム紹介（古俣 猛会員） ＊「友」8 月号紹介
本日のニコニコBOX投入額

▶紺野 晴郎 会長
仕事で仙台泉に行って来ました。そ
浦部 博 委員
の活気には驚かされて帰って来まし
た。福島に足りないのは人と仕事場を含めた安心できる
住環境だと感じました。
▶日比野恒夫 幹事
野地利雄ガバナー補佐、黒羽好夫分区幹事、クラブ訪問あ
りがとうございます。ガバナー補佐のスピーチ楽しみです。
▶野地 利雄 ガバナー補佐、黒羽 好夫 分区幹事
一年間お世話になります。第一回目のクラブ訪問になり
ます。宜しくお願い申し上げます。
▶佐久間 功 様（福島南 RC）
本日はメークアップさせて頂きました。よろしくお願い
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JR 駅長 狩野安則会員

・地区社会奉仕セミナー報告

ニコニコBOX報告

康伸／大沼
行一／浦部

12：30 〜「辰巳屋」

・新会員スピーチ

様

…幡 研一会員

他に
幡
研一／三浦
坪井 大雄／宮本
志村 光昭

18：30 〜「辰巳屋」

健次／菅野
博／江花

¥62,000

27件

累計

¥183,000

致します。
▶後藤 忠久 会員
この度、長年歯科業界の役員を務めた事に対し厚生労働
大臣表彰を授賞致しました。これからも歯科器材の販売
を通して国民の口腔衛生の向上に寄与したいと思います。
▶加藤 義朋 会員
孫と夏休みに千葉へ行ってきます。野地ガバナー補佐ご
一行様を歓迎します。
▶茂田 士郎 会員
高齢の認知症の方々と対話していると急に過去の話を生
き生きと話すことがあります。私の知らない福島の情況
を楽しそうに話しますが、次ぎに会った時はもう忘れて
いたりして、まさに一期一会の会話です。

晋／渡辺 正樹／増子
亮／田沼紀美子／松浦

勉／古俣
敬裕／森

猛／安藤健次郎／佐藤
洋一／有田 吉弘／高橋

今週号の編集長

増子

英典
聡

勉 会員

