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■例会日／2013年10月24日（木） ■開会点鐘／12：30
■会 場／ホテル
［辰巳屋］8F
福島ロータリークラブホームページ

10月は
「職業奉仕月間」
です

【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

http://www.f-rotary.com/

第 16 回 会長挨拶

2013-14年度 会長

紺野 晴郎

例 会 次 第

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
今月は職業奉仕月間です。
10 月 5 日郡山ホテルハマ
ツ に て、第 2530 地 区 第 1
回職業奉仕委員会セミナーが開催されました。講師は第
2680 地区深川純一パストガバナーの講演でした。
講演の中で、一番の職業奉仕は「例会に出席すること
だ」とご指導ご助言を頂きました。テーブルを挟んで仕事
のヒントを得ることは、あるいは相談に応じ答えること
は職業奉仕そのものだとおっしゃいました。
10 月 15 日は RI2530 地区県北第一区の会長・幹事会
がサンパレス福島で開催され、ガバナー補佐の野地利雄
様と幹事黒羽好夫様にご指導いただきました。内容につ
いては本日ご高話を頂けると存じますので皆様楽しみに
してください。
10 月 19 日には野崎潔ガバナーエレクト事務所開設披
露が福島ビューホテルで行われました。北ロータリーク
ラブの意気込みが感じられました。阿久津先生以来、数年
後には福島ロータリークラブの番になるので勉強してお
かなくてはと思いました。
本日は福島ロータリークラブ版米山奨学生として、福
島ベトナム友好協会白岩康夫会長にお願いして、福島大
学ベトナム人留学生を推薦いただきました。チャン・ド
アン・ハーさんをはじめ 8 名の留学生を支援したいと存
じます。日本と、そして福島とベトナムの懸け橋となって
頂けましたらこれ以上の喜びに勝るものはございません。
将来への夢と希望をのせて会長挨拶といたします。

紺野晴郎 会長
開会点鐘
ロータリー・ソング「我等の生業」
ソングリーダー

茂田士郎 会員

四つのテスト唱和
後藤忠久 職業奉仕委員長

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
紺野晴郎 会長
会長あいさつ
10 月誕生祝い
─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

加藤義朋 委員

●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
八巻恵一 委員

◎本日のプログラム
閉会点鐘

紺野晴郎 会長

例会プログラムのご案内
■ 11 月 7 日（木）

12：30 〜「辰巳屋」

「マリキナ RC 来訪あいさつ」
「双子クラブ調印式」
＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和
・17：30 〜 新会員セミナー（講師／佐藤英典会員）
※ 終了後懇親会を予定しております

幹事報告

日比野恒夫 幹事

例会変更のお知らせ
● 福島北 RC、10 月 29 日の例会は、
26 日（土）13 時より辰巳屋にて開催されます「県北
第二分区 新ロータリーセミナー・新世代ための会
議」に変更しております。
その他のお知らせ
●地区大会参加申込の〆切がきております。出欠のご
返答をされていない方は早めにお知らせくださいま
すようお願い致します。

────────────────────────
・18：00 〜 指名委員会（歴代会長会）
・18：30 〜 理事会（役員・理事）
・19：00 〜 合同懇親会（辰巳屋にて）

■ 11 月 14 日（木）

12：30 〜「辰巳屋」

・新会員スピーチ 農林中央金庫福島支店長 有田吉弘会員
＊プログラム紹介 ＊「友」11 月号紹介 ＊血圧測定
■ 11 月 21 日（木）→ 17 日（日）に変更
「RI 第 2530 地区 地区大会」
■ 11 月 28 日（木）

いわき明星大学
12：30 〜「辰巳屋」

・地区大会報告
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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。
ガバナー補佐クラブ訪問も 3 回目となります。
10 月 9 日の福島民友新聞にも掲載されておりました
が、福島中央 RC がホストとなり、8 日（火）に浪江町に
災害復興資金を使い、トヨタ・プリウスの贈呈式に行っ
てきました。地区復興支援金を活用させて頂き、町長さ
ん始め関係各位から大変感謝されました。
さて、先月は「新世代のための月間」となっておりまし
たので、9 月 28 日（土）郡山市日大工学部で、御手洗さ
んの基調講演を聞いてきました。大変アメリカ的なお話
でした。福島 RC さんは、今年度・次年度は 2530 地区に
おいて、青少年関係の集まり、大会がいろいろございま
す。しかし、当地区にはインターアクト、ローターアクト
クラブが合わせて 23 クラブしかなく、何をやっても大
変だそうです。福島 RC さんは、分区の中で唯一インター
アクトクラブとローターアクトクラブがあり、大変あり

て参りました。これは RI 第 2530 地区が同志社大学に交
通費の援助を致しました。八重さんが大学創立に尽力し
た関係もありまして、中澤パストガバナー及び会津の RC
の皆さんの申請でこのような運びとなりました。
先程申し上げましたが、10 月 8 日（火）には復興支援
金と福島中央 RC 復興プロジェクトの下、浪江町にプリ
ウスを贈呈致しました。町長が大変喜んでおりました。
また 10 月 5 日（土）には職業奉仕委員会のセミナーが
あり、先生のお話を聞き、大変感銘を受けました。10 日
（木）には地区親睦ゴルフ大会がありました。19 日の夕
方より、次年度の野﨑 潔ガバナーエレクト事務所開設、
披露式が福島ビューホテルにて行われました。
分区については、各クラブ月次活動報告を拝見致しま
すと、各クラブ多様性を持って立派に活動しております
事に感謝申し上げます。特に福島 RC さんの活動報告書
は大変立派なものと思っております。復興支援事業の一
つとして、9 月 13 日（金）二本松市市民交流センターで
開催されたコンサートでは、180 名の参加者が集まり、
知的障害者の方々と音楽と歌で交流を深め、盛況の内に
幕を下ろしました。
9 月 27 日（金）には、福島南 RC がホストクラブとな
り進めております「新世代会議」の第一回全体会議が行

ラブ創設の動きがあるのですが、クラブが増えることに
ご期待申し上げます。

われました。それに先立ち、来年 2 月 15 日に行われます
IM について、福島 21RC さんと打合せしております。
また、福島中央 RC さんがホストクラブとして毎年

また、今日の訪問にあたって地区の方に、
「地区として
クラブに申し伝える事はありますか」とお伺いしたとこ
ろ、
「特段にないが、地区大会の成功に向け参加ご協力を
お願いします」という事でした。
ガバナー補佐会議が 10 月 16 日〜 17 日の 1 泊でいわ
きにて開催されました。この際に復興支援金の案件につ
いて検討致しました。今年度の実行予算案の内訳等でし
た。
地区の人事について、酒井善盛 GN の次の候補者も県
中分区にて決定した様です。また、県北第一分区次年度
のガバナー補佐候補が福島西 RC の久米氏に決定致しま

行っている「なんでもあれこれ相談会」については、
「第
一分区も皆さんで協力してやりましょう」となり、打合
せを行っている所でございます。出来るだけ全員参加型
の活動にして頂ければありがたいと思います。復興支援
活動として行いたいと思い、地区に復興支援金の予算の
申請を致しました。
地区大会につきましては、11 月 17 日（日）いわき明
星大にて行い、前日の 16 日に会長幹事会及び地区指導
者育成セミナーがいわきワシントンホテルにて開催され
ます。大会関係者は、少し大変かと思いますが、クラブ役
員の方始め、皆様に御協力の程、宜しくお願い申し上げ

したので、お知らせします。ご本人曰く、
「大変な交通事
故に一年間遭ったと思います」との一言でした。
また、渡邉ガバナーにおかれましては、10 月 3 日（木）
予定のいわき分区の 2 クラブ訪問でガバナー公式訪問が

ます。
12 月 12 日（木）野﨑 潔ガバナーエレクト、国際協
議会歓送会が福島グリーンパレスにて開催されます。
2014 年 1 月 12 日〜 18 日までサンディエゴで行われる
国際会議に、野﨑ガバナーエレクトが出席されます。体

がたく思っております。二本松の方でインターアクトク

終了致しました。また、ホストクラブの勿来 RC は 10 月
7 日（月）に訪問を終えました。2530 地区のクラブ、会
員の皆さんに大変感謝されておりました。

調に十分注意をされ、楽しんで来て頂きたいと思います。
話が戻りますが、福島 RC さんにおかれましては、財団

さて、地区・分区活動計画につきましては、9 月 15 日
（日）は「水プロジェクト」で RI 第 2530 地区の 10 クラ
ブより水の贈呈式が行われ、福島中央 RC の皆さんには、
大変お世話になりました。9 月 23 日（月）には会津まつ
りに行き、会津藩公行列及び同志社大学応援団を観覧し
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の 1 人 150 ドル・米山奨学金 1 人 16,000 円の地区目
標を達成出来ると思われますので、特段、申し上げるこ
とはございません。また、効果的クラブ構築の会員 3%
増強についても、今年度は達成されていますので、充分
ではないかと思います。また、分区においても 23 名の会

員増強となっております。これからは、会長・幹事・増
強委員長と共にクラブ会員の融和と維持に努め、退会者
が無く、活動出来ます事をお願い申し上げます。
いろいろとご報告申し上げてきましたが、分区活動の
主なものは次のとおりです。
11 月30 日（土） 新世代会議（福島南 RC）
☆ 1 月 6 日（月） 合同新年会（辰巳屋・福島北 RC）
1 月25 日（土） 新会員セミナー（福島 RC）
2 月 1 日（土） なんでも相談会（福島西 RC）
2 月15 日（土） 県北第一分区 IM（福島 21RC）

また、福島西 RC 創立 30 周年記念式典が 1 月 27 日
（月）
、エルティにて行われる予定となっております。ま
た、分区協力活動として、福島西 RC が 6 月に行う、麻薬
撲滅運動があります。
以上、これと言った事もあまりなかった様に思います
が、これから分区活動が目立ちます。大変お忙しいとは
思いますが、どうかロータリー活動にご協力して頂きま
す事をお願いし、あいさつに代えさせて頂きます。

今月の「友」より

■横組み P32 〜 35

「心は共に 東日本大震災」
震災復興へのさまざまなロータリアンの活動事例を紹介。

■縦組み P4 〜 8 ／スピーチ

「絶えたるを継ぎ廃れたるを興す」
10 月号【注目記事】
■横組み P3 ／ RI 指定記事／ RI 会長メッセージ

「職業奉仕を考える」
「ロータリーで 10 月は、私たちの奉仕の第二部門である職
業奉仕を思い出すための月です。ロータリアンの中には忘れ
られた領域の奉仕と呼ぶ人もいますが、私はそうは思いませ
ん。実際、職業奉仕は頻繁に行う奉仕部門であるために、私
たちはそれが奉仕だとは常に意識していないのです」とバー
トン RI 会長は述べています。

■横組み P7 〜 14 ／特集

「職業奉仕─ロータリーの真髄」
10 月は職業奉仕月間。
「職業奉仕」について紹介しています。

国際時代に通用する自己エンジン搭載の
子どもを育てる
皆さん、子どもたちに「私がこの国をつくってやる」という
セリフを言わせてみてください。こういうのを大風呂敷と言
うのかもしれませんが、言っているうちに、だんだんそうい
う気概が出てきて、
『ひょっとしたら自分は平成の坂本龍馬
かもしれない』と思ってくれるだけでもいいですよね。

■縦組み P9 〜 12 ／わがまち…そしてロータリー

「高齢化率 30％を超えた町
いかに元気づけるか」─秋田県大館市
ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、この仕事」に代
わる、今年度の新連載スタートです。
「わがまち」を通じて
ロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は秋田県大
館市です。

・私が考える職業奉仕
ロータリアンは職業奉仕について、どのように受け止め、
どのように実践しているのでしょうか。

■横組み P20 〜 31 ／ RI 指定記事

「シドニー 不思議な大陸」
オーストラリア・シドニー国際大会のご案内
（THE ROTARIAN10 月号より）
2014 年国際ロータリーの国際大会がオーストラリア・シド
ニーで開催されます。シドニーとその周辺を『The Rotarian』
編集長の John Rezek が息子とともに訪れ、その魅力につい
て紹介しています。
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お客様並びに来訪ロータリアン

広報マルチメディア・雑誌小委員会

●ゲスト
県北第一分区ガバナー補佐

加藤 義朋 委員

野地 利雄 様
（福島南 RC）

＊「友」10月号紹介

県北第一分区幹事

黒羽 好夫 様

プログラム・ニコニコBOX小委員会
古俣

猛 副委員長

（福島南 RC）
●福島RC奨学手当金贈呈

福島大学ベトナム人留学生
チャン・ドアン・ハー さん
（経済経営学類 4 年）

＊11月プログラム案内



血圧
測定

明治病院
看護師

菊池 冨久

…幡 研一会員

表彰・伝達

おめでとうございます
丹治
後藤
阿部
海野

正博
忠久
力哉
卓哉

様

会員
会員
会員
会員

昭和 30 年10 月 4 日
昭和 30 年10 月 6 日
昭和 7 年10 月23 日
昭和 22 年10 月27 日

●ポールハリスフェロー

日比野恒夫 幹事

「競馬を楽しむ会」
「これからの親睦活動」 を実施させていただきました。また、
先日、
「親睦活動に関す
るアンケート調査」を実施
したところ、皆様より多くのご回答や貴重
なご意見をいただき、ありがとうございま
した。
アンケートの結果をふまえて、久し振
坪井大雄 会員
りの開催となりました「親善囲碁大会」
（他
クラブからの参加もあり “静かな熱い” 戦いでした）や「JR イ
ベント列車乗車例会」
（狩野駅長ありがとうございました）など

ニコニコBOX報告
▶紺野 晴郎 会長
明日は健康診断です。胃カメラは苦
手ですが、それよりも検査結果が悪
八巻恵一 委員
いとロータリーの夜間活動に支障が出ますので、今夜の
親睦委員会ではウーロン茶にして明日に備えます。
▶日比野恒夫 幹事
22 日、23 日と会議所で富山市の公共交通によるまちづ
くりの視察へ。ライトレールや北陸新幹線富山駅を見学
して、美味しい魚をいっぱい食べて来ました。
▶野地 利雄 ガバナー補佐、黒羽 好夫 分区幹事
今年度 3 回目の訪問になります。宜しくお願い致します。
▶海野 卓哉 会員 誕生祝いありがとうございます。
▶加藤 義朋 会員
福島 RC のゴルフコンペで同伴者とハンディに恵まれ、羨
望の準優勝に入賞。参加者の皆様に厚く御礼申し上げます。
他に
大沼 健次／坪井 大雄／安藤健次郎／八巻 恵一／松浦
佐藤 武彦／氏川 守義／有田 吉弘／菅野 晴隆
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には、９名の新メンバーが入会され、11 月 2 日に宮本場
長のご厚意により、貴賓室での観戦が開催される予定です。
「旅行やスポーツ観戦などどう？」
「各ジャンルの音楽を楽し
む会もいいんじゃない？」
「いや、おいしい食事とワインでしょ
う」などなど…皆様からおよせいただいた「声」を大切にしなが
ら、また会員の皆様それそれがお持ちのセミプロ級のご趣味の
力を発揮してもらいながら、これからも各種事業を展開してい
く予定です。
「年忘れ家族例会」はじめ、ご家族皆さまで楽しん
でもらえる事業もありますので、多くの皆様のご参加よろしく
お願いいたします。

本日のニコニコBOX投入額

22件

¥47,000

累計

¥781,000

▶白岩 康夫 会員
野地利雄ガバナー補佐の来訪を歓迎して。ベトナム人留
学生チャン・ドアン・ハー君への奨学金ありがとうござ
います。
▶田苗
博 会員
20 日に福島健康マラソン（5 ㎞）に出走してきました。雨
が酷かったですが、何とか走り切りゴールで高橋尚子さ
んとハイタッチできました。
▶幡
研一 会員
久しぶりのホームクラブでの例会です。野地利雄ガバ
ナー補佐を歓迎して。
▶渡邉 広重 会員
週末になると台風情報が気になります。野地利雄ガバ
ナー補佐のお話で、元気を取り戻したいと思います。宜し
くお願いします。
敬裕／増子

勉／田沼紀美子／古俣
今週号の編集長

猛／土屋
増子

敦雄

勉 会員

