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■例会日／2014年1月4日
（土） ■開会点鐘／12：30
■会 場／ホテル
［辰巳屋］8F

1月は
「ロータリー理解推進月間」
です

福島ロータリークラブホームページ

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

平成26年

【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

福島市内8クラブ新年合同例会

■ホスト／福島北ロータリークラブ
■参加クラブ／福島・福島南・福島東・福島西・福島中央・福島 21・福島しんたつ・福島北 RC

新年合同例会次第
合同例会
司

会

ホストクラブ幹事

祝

奏

新年の調べ

開会点鐘

ホストクラブ会長挨拶
福島北ロータリークラブ

御礼申し上げます。
我々福島選出政治家の皆様の、福島復興にかける思いを、ひしひし
と感じることができ、東日本大震災、原発事故から、3 年目の節目の
年にあたり、我々ロータリアンに対する期待を感じることができ、本
当にうれしく思っております。政、官、民一体を今年は本当の意味で
実践できますよう、政治に携わる御三方には、ご指導のほどよろしく
願い申し上げます。
私たちロータリアンは、我々の先祖の皆様が築き発展させてまいり
ました豊かで安心できる福島を、そしてより一層愛される福島を、若
い世代につながなければならない努めを担っております。政、官、民
の力を集結し、一丸となって、今こそ福島の、そして我々の底力を発
揮して福島の復興に努めようではありませんか。皆様のお力が必ずや
福島復興の実現につながると信じております。
私たちの地区から誕生します野﨑 潔ガバナーを中心に、皆様と共
に頑張ってまいりますので、皆様のご指導ご協力をお願い申し上げま

生田流琴曲

榎戸 二 幸 様

バイオリニスト

寺島 貴 恵 様

ホストクラブ会長

宍戸 勇一 様

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」

宍戸 勇一 会長

新年明けましておめでとうございます。本
日は休日にもかかわらず、衆議院議員亀岡偉
民様、福島県知事佐藤雄平様、そして福島市
長小林 香様はじめ、飯坂ロ−タリークラブ
の皆様をお迎えして、福島市内 8 クラブ合同
新年会が開催出来ましたこと、ホストクラブを代表しまして、心より

鈴木 宏幸 様

会長挨拶

ソングリーダー

本間 良平 様
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来賓並びに参加クラブ紹介

来賓挨拶
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衆議院議員 / 内閣府大臣政務官 / 復興大臣政務官

亀岡 偉民 様
閉会点鐘

宍戸 勇一 様

ホストクラブ会長
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司

会

親睦活動委員長

佐藤 允昭 様

挨

拶

パストガバナー

阿久津 肇 様

鏡開き 発声 ガバナーエレクト

野﨑

潔様

乾

杯

パストガバナー

大橋 廣治 様

祝
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生田流琴曲

榎戸 二幸 様

バイオリニスト

寺島 貴恵 様

「手に手つないで」
ソングリーダー

宮崎 泰明 様

して、新年のあいさつにかえさせていただきます。本日はお休みのと
ころ、このように盛大に新年会が開催できましたこと、誠にありがと
うございました。
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市長あいさつ

知事あいさつ
福島市長 小林

香様

新年明けましておめでとうご
ざいます。福島市長の小林香で
す。
本日は、市内ロータリークラ
ブの新年合同例会にお招きいた
だき、誠にありがとうございます。また、本例会がこの
ように盛大に開催されますこと、心よりお祝い申し上げ
ます。
また、私事ではございますが、この度、県都福島市の
市政を預からせていただくこととなりました。28 万市
民のリーダーとして、市職員一丸となって、福島市の課
題に全力で立ち向かっていきたいと思いますので、これ
からも皆様のご支援とご協力を賜わりますよう、この場
をお借りしてお願い申し上げます。
さて、東日本大震災からもうすぐ 3 年が経過しようと
していますが、いまだに市民の不安は払拭されておりま
せん。1 日も早く不安を解消し、市民の皆様が安心して
暮らせるよう、福島市の早期復興を目指したいと考えて
おります。そのためには、まず放射線の不安を取り除く
ことが第一です。早急に仮置き場を設置し、除染を加速
してまいります。また、福島市は県庁所在地であります。
県北地域の中心都市として、
「みんなが誇れる県都ふく
しま」の実現に向けて、福島県内の市町村をリードする
ような施策を進めてまいります。
本日お集まりのロータリークラブの皆様は、長い間社
会貢献活動を続けてこられた歴史と伝統をお持ちです。
社会を良くしようという気持ちは、私たち市職員も同じ
であります。どうか皆様には、相互理解と連携をさらに
深められますとともに、今後とも本市の復旧・復興、そ
して活力あふれるまちづくりのため、ご支援とご協力を
賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びに、本年が市民の皆様にとりまして、希望に満ち、
健康で幸多き年でありますよう心からご祈念申し上げ、
新年のごあいさつといたします。
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福島県知事 佐藤

雄平 様

新しい年の初めにあたり、ロ
ータリークラブの皆さんの御多
幸を心からお祈り申し上げます。
皆さんは、地域に根ざした社
会奉仕活動を始め様々な活動を
積極的に展開され、明るい地域社会の確立に大きく御貢
献を頂いており、深く敬意と感謝の意を表します。
震災から三度目の新年を迎えました。
県では、新たな総合計画「ふくしま新生プラン」に基
づき、
「人と地域」を礎に「活力」
「安全・安心」
「思いやり」
の三つの柱の下、一日も早い復興に向け、県民の皆さん
と一丸となって全力で取り組んでまいりました。
観光地やイベント会場は多くの方でにぎわうようにな
り、福島ユナイテッド FC の J リーグ参入といった明る
い話題も増えてきたところであります。
また、浮体式洋上風力発電の運転開始や県営復興公営
住宅の着工など、復興の動きが目に見えるようになって
きており、この流れをより大きく、確かなものにしなけ
ればなりません。
6 月には日本陸上競技選手権大会が市内で開催されま
すので、この機会を逃すことなく、本県の魅力と今を国
内外にしっかりと発信し、風評払拭につなげてまいりた
いと考えております。
今年は午年。この一年、駿馬のように復興に向かって
力強く前進し、
「新生ふくしま」を形作ってまいる決意で
あります。
皆さんの活動は、地域社会のつながりを深め、正にこ
れからの福島県の復興をけん引する原動力となるもので
す。今後とも地域社会の発展のために一層お力を尽くさ
れ、また、県政に対しましても、更なる御支援、御協力を
お願い申し上げます。
結びに、ロータリークラブのますますの御発展と、皆
さんの今年一年の御健勝、御活躍を心からお祈り申し上
げ、新年の挨拶といたします。

パストガバナーあいさつ
阿久津 肇 様
皆様、新年おめでとうござい
ます。また、ご多忙な中、亀岡
政務官様、佐藤県知事様、小林
市長様にもご臨席を賜りまし
て、厚く御礼を申し上げます。
皆様にとりまして今年が輝かしい年でありますようご祈
念申し上げます。
この市内ロータリークラブの合同新年例会は、すっか
り恒例になりましたが、ご承知のように 1994 年に県北
のロータリークラブが二つのグループに分割されてか
ら、20 年が経ちました。それにつれて市内クラブも二つ
に分かれ、即ち飯坂クラブを含む市内 9 クラブのうち第
一分区に 5 クラブ、第二分区に 4 クラブが所属する状況
となっております。
それ以来市内のクラブが一堂に会する機会がなくな
り、かろうじてこの合同新年例会が唯一の機会になって
しまい、寂しい思いをしています。
このように市内のクラブが分割されているのは、当
2530 地区では福島市だけであります。何とか知恵を絞

Acquaintance（知り合いを広める）」とあります。この
「Acquaintance」というのは、
「He is not a friend,only
an acquaintance（友達でなく、単なる知り合い）」と言
われるように、
「Stranger（ 見知らぬ人、通りがかりの
人）
」と「Friend（友人）
」との中間ぐらいの意味と言われ
ています。
2003-04 年度国際ロータリー会長、ナイジェリア出
身のジョナサン・マジィアベさんは、
「Rotary Family」
を強調されましたが、その中で私たちロータリアン同士
は、
「Acquaintance」ではなく、もっと絆の強い「Friend」
でなければならないし、その関係を築くことが出来れば
退会防止・会員の維持に繋がる筈だと言われました。
今日は限られた時間ですが、市内のロータリアンが心
新たに「Friend」としての絆を確かめ合っていただけれ
ばと強く願っております。
以上、新年の挨拶といたします。

り、交流を深めることが出来ないか、例えば新会員研修
セミナーや IM などを合同で開催出来ないだろうか、ガ
バナー補佐を中心に協議していただければ道が拓けると
思っています。
さ て、ロ ー タ リ ー の 綱 領「Object of Rotary」は、昨
年本来の意味の「ロータリーの目的」に、日本語訳が
改 訂 さ れ ま し た が、そ の 第 1 項 に「Development of
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「1 月理事会」
「第 12 回 TEN の会」
「競馬を楽しむロータリアンの会」
１月 9 日（木）
、
「1 月理事会 ･TEN の会・競馬を楽し
むロータリアンの会」合同懇親 ･ 新年会が辰巳屋 8F に
て行われました。18 時より 1 月理事会、その後 18 時
30 分から懇親会が行われ、おだやかな新年の時間が流
れるなか、交流を深めました。

参加者一覧

（順不同）

紺野 晴郎 会長

今井理基夫 会員

丹治 正博 会員

日比野恒夫 幹事

今井 吉之 会員

岩山 知弘 会員

右近 八郎 会員

岩田 尚志 会員

内池

緒方 啓道 会員

加藤 義朋 会員

児玉 健夫 会員

管野 裕一 会員

古俣

菅野

佐藤 英典 会員

佐藤 武彦 会員

三浦 康伸 会員

田沼紀美子 会員

志村 光昭 会員

坪井 大雄 会員

田苗

箱岩

高橋

博 会員

猛 会員

偉 会員

浩 会員
晋 会員

聡 会員

森岡 幸江 会員

中丸 裕史 会員

渡邊 又夫 会員

藤井 高志 会員

安藤健次郎 会員

松浦 敬裕 会員

江花

亮 会員

牧野 吉晃 会員

宮本 行一 会員

三宅

喬 会員

森川 英治 会員

渡邉 広重 会員

菅沼

加納 武志 会員

渡辺 正樹 会員

裕 会員

福島市消防出初式
1 月 5 日（日）に福島駅前
にて毎年恒例の福島市消防
出初め式が行われました。
紺野会長が出席され、行
進されました。
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今週号の編集長

松浦 敬裕 会員

