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■例会日／2013年8月1日
（木） ■開会点鐘／12：30
■会場／ホテル
［辰巳屋］8F

8月は
「会員増強および拡大月間」
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 5 回 会長挨拶

2013-14年度 会長

紺野 晴郎
今日は渡邉ガバナー公式訪
問例会です。第一回例会にお
越しいただきましたが、改め
て身の引き締まる思いであります。
例会の前に会長幹事会が 9 時 30 分より、クラブ協議
会が 10 時 30 分より開催されました。ガバナーは 8 時
30 分にお越しになり、ガバナーと会長だけの懇談の場
を持つことができました。会を運営する上での心構え等、
そして、ロータリー活動の喜びを熱く語られました。
特に、加藤義朋直前会長の事業報告には感銘なされた
とのこと、福島ロータリー・クラブの良さをほめて頂き、
クラブ協議会においては各委員会について適切なアドバ
イスを述べられました。
例会においてはクラブ協議会で、今年の年間スピーチ
テーマは「私の趣味と、人生で一番楽しかったこと嬉し
かったこと」です。と紹介させていただきました。それを
ガバナーはお汲み取りをしていただいて、柔道八段の義
父への裕子夫人との結婚承諾の為、新潟までの訪問記を
お話しいただきました。裕子夫人が目頭から流れる涙を
お拭きになりながら聞いておられたことを拝見し、私も
思わずもらい泣きいたしました。
ガバナーが美容業であるので是非福島ロータリー・ク
ラブを美しく輝ける魅力あるロータリーにセットアップ
して頂きたいと懇願いたしました。
昨日は加藤直前会長と右近直前幹事を労う会があり、
加藤直前会長は、
「ロータリーは若き時の志の夢実現の
場である」右近直前幹事は「ロータリーは現在の生活の
一部である」と挨拶されました。私もまだ一か月が過ぎ、
日々活動に追われていますが、必ずや感動の日があるも
のと確信いたしました。

児玉健夫 会員

例 会 次 第

渡邉公平ガバナー公式訪問例会
● 9：30 〜10：20
会長・幹事会
（エレクトも含む）
●10：30 〜12：20 クラブ協議会
紺野晴郎 会長
開会点鐘
国歌斉唱
ロータリー・ソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

丹治正博 会員

四つのテスト唱和
職業奉仕委員会

後藤忠久 委員長

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
●新会員入会式
8 月誕生祝い
会長あいさつ
─食事─
幹事報告
各委員会報告
●親睦・ロータリー家族小委員会

紺野晴郎 会長
日比野恒夫 幹事
坪井大雄 委員長

●プログラム・ニコニコ BOX 小委員会
ニコニコ BOX 担当

小林仁一 委員

本日のプログラム

渡邉公平ガバナー公式訪問スピーチ
…紹介 野地利雄ガバナー補佐

閉会点鐘

紺野晴郎 会長

例会プログラムのご案内
■ 8 月 15 日（木）理事会承認休会 / 第 1 回目
18：30 〜「辰巳屋」
■ 8 月 22 日（木）
「納涼夜間例会」
12：30 〜「辰巳屋」
■ 8 月 29 日（木）
JR 駅長 狩野安則会員
・新会員スピーチ
内池 浩会員
・地区社会奉仕セミナー報告
＊プログラム紹介（古俣 猛会員） ＊「友」8 月号紹介

私の趣味は、山女・岩魚を釣る渓
流釣りです。釣り場は、山形朝日連
峰を源とする大鳥川です。土曜診療
後現地へ出発、夕方に少し釣りをし
ます。宿は、30 年来通っている朝日屋です。今や
家族同様になっています。夜は、顔なじみになっ
ている釣り友と酒を飲み楽しく過ごします。
渓流釣りは、釣りは勿論ですが「景色を釣れ」

と云います。釣り初めは、毎年雪解けが進む６月
初旬から美しく、その中に、赤い山つつじ・白い
コブシ・ピンクの栃の花が散在しています。
沢筋には、シラネアオイが咲いており、山道に
は山荷葉・ヒトリシズカ・二輪草等の山野草が
多く咲いています。ウグイスや野鳥の声・さわや
かな風に吹かれて帰路につきます、また来ようと
思って。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

渡邉 公平ガバナー 公式訪問
2013-14年度
RI2530地区ガバナー

渡邉 公平 様

1．ロン D. バートン RI 会長からのメッセージ
ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観
を日々活かす決意をすれば、自分がいかに素晴らしい影
響をもたらすことができるかが見えてくるでしょう。そ
うして初めて、人々の人生を真に豊かにしようというイ
ンスピレーション、やる気、パワーが湧くのです。そして
何よりも、あなた自身の人生が一番豊かになるのです。

2．ロータリアンとしての活動指針
①世界からポリオを根絶させましょう。
②ロータリー会員 130 万人を実現させましょう。
③行動力でピン・バッジの付加を高めましょう。
④お願いする重要性を再認識しましょう。
⑤ロータリー創立記念日（2月23日）を全国一斉に祝おう。

3．第 2530 地区テーマと地域活動指針
For shining smile children of the future
未来の子供たちの輝く笑顔のために
①私たちは、東日本大震災を忘れません。
②私たちは、福島の復興を目指して活動します。
③私たちは、平和な暮らしを目指して活動します。
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④私たちは、新たな出会を通し、友愛を広め、絆を深めます。
⑤私たちは、和顔愛語をもって自他共栄を目指して活動
します。

4．第 2530 地区ロータリアン諸兄へのメッセージ
私たちロータリアンは、常にロータリー理念である
『超我の奉仕』の精神のもと、行動しなければなりませ
ん。具体的なロータリアンの行動とは、ロータリアンの
中核的価値観である「奉仕」
「親睦」
「多様性」を重んじ
「リーダーシップ」を発揮するとともに「高潔」であり続
けることで、社会人としての行動規範を示すものです。
ロータリアンがそこにいるだけで、人々が集い、笑顔
があふれ、家族、地域社会を幸せへと導きます。
私とともに、次世代へ繋ぐために、真の地球の平和を
祈りながら、 未来の子供たちの輝く笑顔のために 和
顔愛語を絶やすことなく、惜しむことないロータリー理
念を実践躬行して下さい。
その結実は、きっとロータリアンでよかったと感ずる
ものと信じております。

5．第 2530 地区重点活動
①ロン D. バートン RI 会長賞にチャレンジする。
新会員歓迎プログラム・奉仕プロジェクト参加
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。

ガバナー歓迎晩餐会 〈8月8日（木）→ 5日（月）に変更、エルティにて〉

＊写真提供 / 福島西 RC

「鉢村 健 元会員を囲む歓迎昼食会」
8 月 10 日（土）
、当クラブ元会員で、日本銀行元福島支
店長の鉢村 健様（日本銀行現神戸支店長）が約 9 ヶ月ぶ
りに所用にて福島へ帰省されました。

「加藤義朋直前会長、
右近八郎直前幹事慰労会」
が、
7月31日に石林にて開催されました。

これを受け、震災後福島の復興のためご尽力を頂いた
鉢村様の今後益々のご活躍をご祈念致し、歓迎昼食会を
石林にて開催致しました。

親睦・ロータリー家族小委員会
坪井 大雄 委員長
八子英器 委員（囲碁担当）
【2013-14 年度 親善囲碁大会 開催のご案内】
今年度、親睦 ･ ロータリー家族小委員会の事業の一つ
として、当クラブとしては久しぶりに親善囲碁大会を企
画致しました。出来るだけ多くの会員の参加を期待して
おります。
※ 夕食・懇親会のみの参加も歓迎致します。
☆開催日時／平成 25 年 9 月 7 日（土） 午後 4 時より
開会・対局
4：00 〜 6：00
夕食 ･ 懇親
6：00 〜 7：00
対局
7：00 〜 9：00（予定）
☆開催場所／ホテル辰巳屋 9F 和室「あやめ・かきつの間」
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お客様並びに来訪ロータリアン

日比野恒夫 幹事

幹事報告

例会変更のお知らせ
●市内クラブは、8 月 13 日（火）〜
16 日（金）までの例会は開催され
ませんのでお知らせ致します。
●当クラブ次週 8 月 8 日（木）の例会は、8 月 5 日（月）
に変更し午後 6 時 30 分よりエルティにて開催さ
れる「県北第一分区合同ガバナー歓迎晩餐会」に変
更しておりますので、出席方宜しくお願い申し上
げます。
その他のお知らせ
●本日例会終了後 8 月理事会を開催致します。役員 ･
理事の皆様宜しくお願い致します。


おめでとうございます
●ゲスト

RI 第 2530 地区
ガバナー

渡邉 公平 様（いわき勿来 RC）

令夫人

裕子 様

県北第一分区ガバナー補佐

森川 英治
菅野 晴隆
今井理基夫
八巻 恵一
右近 八郎

会員
会員
会員
会員
会員

昭和 30 年
昭和 41 年
昭和 22 年
昭和 34 年
昭和 28 年

8月 6日
8月 7日
8 月 12 日
8 月 14 日
8 月 23 日

野地 利雄 様（福島南 RC）
地区幹事

鈴木修一郎 様（いわき勿来 RC）

新会員入会式

県北第一分区幹事
黒羽 好夫 様（福島南 RC）
●ビジター

東北電力㈱執行役員
福島支店 支店長

芳賀
裕様
（福島中央 RC）

田苗

博

様

（紹介…今井吉之会員）

ニコニコBOX報告

本日のニコニコBOX投入額

▶紺野 晴郎 会長
渡邉公平ガバナーの公式訪問です。
緊張しながらの 1 日になりました。
小林仁一 委員
ご指導よろしくお願い申し上げます。
▶日比野恒夫 会員
渡邉公平ガバナー公式訪問ありがとうございます。
▶ガバナー 渡邉 公平 様
県北第一分区、一番最初の公式訪問になります。宜しくお
願い申し上げます。
▶ガバナー補佐 野地 利雄 様
渡邉ガバナー公式訪問に同行させて頂きました。宜しく
他に
森岡 幸江／渡邉 広重／森川 英治／牧野
高橋
聡／三宅
喬／内池
浩／幡
児玉 健夫／佐藤 英典／八子 英器／海野
坪井 大雄／氏川 守義／渡辺 正樹／増子
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¥94,000

39件

累計

¥325,000

お願い致します。
▶阿久津 肇 PG
渡邉公平ガバナーの公式訪問を歓迎いたします。長丁場
ですので健康にはくれぐれもご留意下さい。
▶加藤 義朋 会員、右近 八郎 会員
「加藤義朋直前会長・右近八郎直前幹事を労う会」を開
催していただき厚く御礼を申し上げます。渡邉公平ガバ
ナー公式訪問を心から歓迎致します。
▶田苗
博新 会員
本日より入会致します。宜しくお願い致します。前任の馬
場同様楽しくお付き合いお願い致します。

吉晃／茂田 士郎／丹治 正博／後藤
研一／渡辺 健寿／渡部 世一／菅野
卓哉／江花
亮／安藤健次郎／管野
勉／小林 仁一

忠久／白岩
晋／相良
裕一／佐藤

今週号の編集長

康夫／中島 健至
元章／宮本 行一
武彦／田沼紀美子

岩山 知弘 会員

