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※第32回例会は、
2月20日（木）→15日（土）
の
インターシティミーティングに振替となっております。

2月は
「世界理解月間」
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 31 回 会長挨拶

2013-14年度 会長

紺野 晴郎

一歩と思われます。日本では 1961 年と 1978 年に東京
で、2004 年に大阪で開催されました。私もシカゴ国際大
会には参加いたしましたが、語学力のなさで迷子になっ
てしまい、加藤義朋パスト会長の助けで難を逃れました。
以後、加藤義朋先生にはいつも助けられております。
この国際大会参加の時、兄に、ロータリーは「その地域
になくてはならないロータリーにしなければならない。そ
して、せっかくロータリーに入会できたのだから、人間的
に自分を向上させなければならない」と教えられました。
その時はまだ入会したての頃で何が何だかわかりません
でしたが、今はひしひしと心に感じるものがあります。
今日は野地利雄ガバナー補佐様と黒羽好夫幹事様をお
迎えし、土曜日のインターシティミーティングを含めご
指導賜ればと思います。

例会プログラムのご案内
■ 3 月 6 日（木）

12：30 〜「辰巳屋」
菅沼 裕会員（フォーピース専務）

・
「友」紹介と「識字率向上月間」にちなんで
スピーチ

例 会 次 第

ガバナー補佐クラブ訪問スピーチ
県北第一分区ガバナー補佐

2 月は世界理解月間です。
世界平和に不可欠な理解と親
善を強調した活動を実施する
よう国際ロータリーから要請されています。
福島ロータリークラブでは、野地利雄ガバナー補佐様
ご指導の下、ガバナー会を通じてフィリピン台風被害義
援金として 8 万円送金させていただきました。
世界を理解するためには国際大会に参加することが第

・新会員スピーチ

31-32

佐藤武彦会員

＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和

開会点鐘

野地 利雄 様

紺野晴郎 会長

ロータリー・ソング「我等の生業」
ソングリーダー

安藤健次郎 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
●血圧測定

●奨励金贈呈

会長挨拶

紺野晴郎 会長

─食 事─

幹事報告

日比野恒夫 幹事

各委員会報告
●広報マルチメディア雑誌小委員会
雑誌担当

中島健至 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 猛 委員

ニコニコ BOX 担当

江花 亮 委員

◎本日のプログラム
閉会点鐘

紺野晴郎 会長

幹事報告

日比野恒夫 幹事

例会変更のお知らせ
●福島西 RC17 日（月）の例会、当ク
ラブ次週 20 日（木）の例会いずれも 15 日（土）の
インターシティミーティングに変更しております
のでご注意ください。
その他のお知らせ
●本日 2 月理事会議事録を配布しておりますご確認
ください。尚、小林 香福島市長が名誉会員に、JTB
新福島支店長 門脇様がそれぞれ推薦され承認され
ておりますので細則に則りお知らせ致します。

・18：30 〜 3 月理事会（石林）
■ 3 月 13 日（木） 理事会承認休会（3 回目）
■ 3 月 20 日（木）

18：30 〜「辰巳屋」

「クラブ創立 63 周年記念 〜音楽の夕べ〜」
■ 3 月 27 日（木）
・新会員スピーチ
＊血圧測定

12：30 〜「辰巳屋」
中島健至会員（日本銀行福島支店長）

血圧
測定

児玉胃腸科内科医
院 看護師

丹野千鶴子

様

…児玉健夫会員
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナー補佐
クラブ訪問スピーチ

皆さん、悩み事・困り事を沢山抱えているようで、年
配の方が多数を占めました。各クラブロータリアンの方
には講師の方を含め、60 名のご参加を頂きました。
話が前後しますが、今年度も半期を過ぎまして、上期
報告と下期事業計画について、去る 1 月 19 日（土）いわ
き市ワシントンホテルで後期地区委員会総会が行われま
した。クラブ奉仕委員長より会員増強経過について発表
があり、県北第一分区について 28 名の増強との報告が

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。今月は世界理解月間になってお
ります。先週 8 日（土）9 日（日）と大雪になり、高速道路
は通行止めになるなど、大変な週末でした。しかし、8 日
の土曜日には、RI2530 地区ローターアクトクラブ第 40
回年次大会が会津若松市のホテル・ニューパレスにて行
われ、県外より多くのローターアクターが集まりました。
大会テーマは
「飛躍の時」
になっておりました。クラブ数、
会員数が大変少ない中、素晴らしい大会となっておりま
した。
さて、栁沼直前ガバナー補佐より引き継ぎ、半年経ち
ました。何とか皆様のご協力によって第 4 回目の訪問と
なります。
福島 RC さんにおいては、紺野会長・日比野幹事様を
中心とし、ロータリー財団、米山奨学金、会員増強活動と
大変な成果を頂いており、感謝申し上げます。
また、1 月 25 日（土）の新会員セミナーでは、福島 RC
さんにホストクラブをお願いし、阿久津 PG にはロータ
リーの新手続要覧の解説を、渡邊又夫会員にはソング
リーダーの研修と、今までになかったプログラム内容で
あり、これは分区活動に大変成果があった様に思います。
次年度も多様性を生じ、内容の工夫をし継続をお願いし
たいと思います。
2 月 1 日（土）
、MAX ふくしま 4 階アオウゼで県北第一
分区と福島中央 RC さん共催という事で「あれこれなん
でも相談会」を開催致しました。この相談会には、福島
RC の茂田先生始め、会員の皆さんに多大なご協力を頂
き、
「約 87 件のなんでも相談」
「87 件の健康相談」があり、
盛況の内、1 時間程タイムオーバーしましたが、無事終
了する事が出来ました。
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ありました。これについてはなお努力したいと思います。
新会員が入会しないとやはり、クラブ活性化は図れない
と思います。ロータリークラブ永遠の課題の一つではな
いかと思います。
また地区より、
「人道的奉仕活動をしたクラブ」1 クラ
ブをガバナー補佐より推薦せよとの事でした。
そのほか、東日本大震災復興基金、日本委員会より（小
沢一彦委員長）約 96 万ドルを使って下さいという申し
出がありました。地区復興補助金についても約 600 万あ
りますので、これも 2 月 15 日締切とし使って下さいと
の事ですが、少し出遅れの感があります。もっと前もっ
て計画を立て、各分区の意向を聞いて頂きたかったなと
思います。
また紺野嘉昭パストガバナーについてはご心配の方々
が大勢いらっしゃると思いますが、9 月 19 日に健康上の
理由で、所属の福島北 RC へ退会届が提出されました。そ
の後受理されクラブにて審議の結果、10 月 8 日付けに
て、福島北 RC の名誉会員に推戴され決定されました。
2016-17 年度ガバナーノミニー指名公表がありま
した。ガバナー月信の裏表紙に掲載されましたが、三春
RC 所属の佐久間英一様が指名されました。佐久間氏は
2006-07 年度県中分区ガバナー補佐を務められました。
好意と友情を持って、県中分区のご活躍をご期待申し上
げます。
最後になりますが、県北第一分区インターシティミー
ティングが、福島 21RC さんのホストの下、2 月 15 日
（土）サンパレス福島にて開催されます。今回はロータ
リーの二本柱の一つ「ロータリー公共イメージ認知度の
高揚」について、広くロータリアン以外の方の参加を頂
き、討議をお願い致します。我々の活動を広く外部に PR
し、また内部において親睦と友情を図りたいと思います。
全員登録となりますので、万障繰り合わせの上、ご出席
の程お願い申し上げ、訪問挨拶と致します。ありがとう
ございました。

2013-14 年度 国際ロータリー第 2530 地区 県北第一分区

インターシティミーティング開催
■ 2014 年 2 月 15 日（土） サンパレス福島 ■ホスト／福島 21 ロータリークラブ
プログラム
15：00
16：00

登録開始
開会点鐘
国歌斉唱並びにロータリーソング「奉仕の理想」
開会挨拶
歓迎の言葉
ガバナー補佐挨拶・テーマ発表
来賓並びに地区役員紹介
来賓挨拶

司会／ホストクラブ幹事
ホストクラブ会長
ソングリーダー
実行委員長
ホストクラブ会長
県北第一分区ガバナー補佐
県北第一分区ガバナー補佐
2013-14 年度 RI 第 2530 地区ガバナー
福島市教育委員会 委員長

参加クラブ・コーディネーター・一般参加者紹介
16：30

ホストクラブ会長

伊藤
阿部
佐藤
木村
阿部
野地
野地
渡邉
芳賀
阿部

淳一
正美
信博
幸二
正美
利雄
利雄
公平
裕様
正美

グループミーティング

【ロータリー活動の公共イメージ向上と認知度について】
17：30
17：40

18：15

休
発

憩
表（代表 7 名のコーディネーター・3 分程度）

総

評

※ 酒井様、比佐様ともに大雪のため来場できず、
総評は割愛されました。

2013-14 年度 RI 第 2530 地区クラブ奉仕委員会
委員長

次年度ガバナー補佐挨拶
次年度ホストクラブ発表
次年度ホストクラブ挨拶
閉会の言葉
閉会点鐘

次年度ガバナー補佐

懇 親 会
18：30

20：00

2013-14 年度 RI 第 2530 地区ガバナーノミニー・
酒井
戦略計画委員会 委員長

開会の言葉
乾
杯
歓
談
「手に手つないで」
閉会の言葉

善盛

比佐 臣一

ホストクラブ会長

久米
野地
秋山
野崎
阿部

司会／ホストクラブ親睦委員長

小林 利光

ホストクラブパスト会長

三瓶 善明
阿久津 肇

県北第一分区ガバナー補佐
二本松あだたらロータリークラブ次年度会長
実行副委員長

パストガバナー
ソングリーダー
県北第一分区幹事

允彦
利雄
和久
正広
正美

渡辺 浩子
黒羽 好夫
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今月の「友」より

2 月号【注目記事】
■横組み P7 ／特集「世界理解月間」

「この広い世界には…」
今月は、世界に目を向けてください。
● RI 会長年度を振り返って 2

「平和への願い」
●学友会の連帯と活動を求めて！

「第 3 回 日本ロータリー学友会
全国大会開催」
2013 年 11 月 30 日開催、全国 19 地区から
学友、地区財団委員長らが集まりました。翌日
には福島を訪問し、今後の支援のあり方につ
いて模索しました。

■横組み P22 〜

「人頭分担金について知るため
（THE ROTARIAN 2 月号から）
の7つのこと」

人頭分担金はどのように使われるのか、会員か
らのよくある質問への答えです。

■横組み P31 「視点」ガバナーのページ

「次世代の確立はロータリアンの特権」
第 2530 地区 渡邉公平ガバナー（いわき勿来 RC）

■横組み P42 RI 指定記事／ロータリー入門

「ロータリアンのためのポリオ
撲滅レース入門」
「ポリオを撲滅する」とはどのようなことを意味するのでしょうか。ポリオ撲
滅におけるあなたの役割は何ですか。この任務を終わらせるために皆さんが
できることを紹介します。

■縦組み P4 「平和」 NPO 法人ルワンダの教育を考える会理事長
ルワンダでは、文字の読めない若者、明日の生活をどうしてよいのか見通し
が持てない若者がいます。そして彼らを利用する知識ある政治家たちがいた
のです。自分の名前が読めない、書けない子どもたちをなくさなくてはいけ
ない。このことが「平和づくり」の第一歩であると私は考えています。

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

野地 利雄 様

広報マルチメディア・雑誌小委員会報告
中島 健至 委員
＊「友」2月号のご紹介

（福島南RC）

プログラム・ニコニコBOX小委員会報告

●ゲスト
県北第一分区幹事

黒羽 好夫 様

古俣

猛 委員

（福島南RC）

＊3月プログラムのご案内
●ベトナム留学生

チャン・ティ・ホン・ニュン さん
＊奨励金の贈呈

ニコニコBOX報告
▶紺野 晴郎 会長
青森へ行ってホタテ貝を釣ってきま
江花 亮 委員
した。なかなか難しく 3 分間で 2 枚
釣れました。冬の青森は情緒があり、地酒の「田酒」
「豊盃」
そして大間のマグロや味噌カレーラーメンを食べてきま
した。ガバナー補佐及び幹事様を歓迎致します。
▶ガバナー補佐 野地 利雄 様、分区幹事 黒羽 好夫 様
クラブ訪問させて頂きます。分区新会員セミナーでは、福
島 RC 会員の皆様にお世話になりました。ありがとうござ
います。
▶日比野恒夫 幹事
会長と青森に行って青函連絡船に乗ってきましたが出港
できず残念でした。美しい大間のマグロの中おちを食べ
て来ました。ガバナー補佐、幹事様を歓迎致します。
他に
安藤健次郎／岩田
佐藤 英典／白岩
日比野恒夫／増子
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本日のニコニコBOX投入額

33件

¥57,000

累計

¥1,554,000

▶白岩 康夫 会員
日が射しているところは暖かいですが、風が冷たいです。ベ
トナム人留学生チャン・ティ・ホン・ニュイさんをよろしく。
▶渡辺 健寿 会員
野地利雄ガバナー補佐、黒羽分区幹事のご来訪を心から
歓迎致します。来る 15 日の IM を楽しみにしております。
▶丹治 正博 会員
昨日、長女の結納を行いました。2 ヶ月前には次女の結納
と、このところすっかり結納慣れしてしまいました。先ず
は一安心といったところです。
▶内池
浩 会員 春よ来い！早く来い！
▶幡
研一 会員
週末になると大雪が降り我が家では除染の作業員が除雪
作業をしてくれています。

尚志／氏川 守義／海野 卓哉／江花
亮／加納 武志／児玉
康夫／志村 光昭／菅沼
裕／高橋
聡／丹治 正博／坪井
勉／松浦 敬裕／八子 英器／八巻 恵一／渡辺 健寿

健夫／古俣
大雄／宮本

今週号の編集長

猛／相良
行一／中島

元章
健至

右近 八郎 会員

