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■例会日／2014年6月12日
（木） ■開会点鐘／12：30
■会 場／ホテル
［辰巳屋］8F

6月は
「ロータリー親睦活動月間」
です

福島ロータリークラブホームページ

【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 46 回 会長挨拶

例 会 次 第

新会員スピーチ

2013-14年度 会長

紺野 晴郎
東京交歓会も無事終えるこ
とができ、誠にありがとうご
ざいました。エキスカーショ
ンでは創立 100 周年を迎えた宝塚歌劇団を鑑賞するこ
とができました。ロータリーもまた 100 年の月日を超え
ても新鮮で魅力ある団体として生き続けていることに喜
びと誇りがあることで共通していると感じました。宝塚
では「ブスの 25 箇条」というのがありご紹介いたします。
〜ブスの 25 箇条〜
01. 笑顔がない
02. お礼を言わない
03. おいしいと言わない
04. 精気がない
05. 自信がない
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

グチをこぼす
希望や信念を持っていない
いつも周囲が悪いと思っている
自分がブスであることを知らない
声が小さくイジケている
何でもないことにキズつく
他人をシットする

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

目が輝いていない
いつも口がへの字の形をしている
責任転嫁がうまい
他人をうらむ
悲観的に物事を考える
問題意識を持っていない
他人に尽くさない
他人を信じない
人生においても仕事においても意欲がない
謙虚さがなく傲慢である

23. 人のアドバイスや忠告を受け入れない
24. 自分が最も正しいと思いこんでいる
25. 存在自体が周囲を暗くする
宝塚では先輩から後輩への戒めとして、この「ブスの
25 箇条」が伝えられているそうです。25 箇条では、外見

JRA福島競馬場場長 今井

康 会員

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

菅野 晋 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
会長挨拶

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

●プログラム・ニコニコBOX小委員会
プログラム担当
ニコニコ BOX 担当

右近八郎 委員
田沼紀美子 委員

●広報マルチメディア雑誌小委員会

◎本日のプログラム
閉会点鐘

佐藤武彦 委員
紺野晴郎 会長

例会プログラムのご案内
18：30 〜「辰巳屋」
■ 6 月 26 日（木）
・今年度最終例会「夜間例会」
12：30 〜「辰巳屋」
■ 7 月 3 日（木）
県北第一分区会長 ･ 幹事来訪 ※ 各 RC 会長より挨拶
☆丹治正博会長あいさつ
＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和
・18：30 〜 7 月理事会（石林：懇親会あり）
18：30 〜「辰巳屋」
■ 7 月 10 日（木）
「新旧役員慰労夜間例会」
12：30 〜「辰巳屋」
■ 7 月 17 日（木）
久米允彦県北第一分区ガバナー補佐クラブ訪問
＊「四つのテスト」唱和 ＊プログラム案内
＊「友」紹介 ＊血圧測定
12：30 〜「辰巳屋」
■ 7 月 24 日（木）
丹治正博会長スピーチ
12：30 〜「辰巳屋」
■ 7 月 31 日（木）
クラブ協議会 ＊今年度の活動について

のブスということではなく、内面がブスにならないよう
に「タカラジェンヌ」の気品と誇りが見えてまいりまし
た。私たちもロータリアンとして歳を重ねてまいりまし
たが、見習わなくてはならないものだと思いました。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ
JRA福島競馬場場長

今井

康 会員

本年 3 月の人事異動により福島競馬場に参りました。
競馬の話はいつも聞かれていると思いますので、今回は
私の略歴についてお話させていただきます。
昭和 34 年の 3 月に大阪府高槻市で生まれ、就職する
までそこで暮らしておりました。
競馬との出会いは、中学 3 年の時の『ハイセイコー』
ブームで、テレビで見て観衆の多さや競走馬の走る姿の
素晴らしさに感動し、以来競馬関係の仕事がしたいと漠
然と思いながら、学生時代は平日にアルバイトをしては
土・日は競馬場や場外発売所に通うという生活をしてお
りました。
就職活動をする際に『どうしても日本中央競馬会で働
きたい』と考え無事内定を得たのですが、恥ずかしながら
大学を留年してしまい一度は諦めかけましたが、翌年に
再度受け直し、昭和 58 年に入会することが出来ました。

入会時の研修期間には『乗馬訓練』等があり驚きの連続
であった事が今でも懐かしく思い出されます。
非常に転勤が多い職場で、私も 30 年余で 15 回ほど異
動の経験をしております。主として、総務・労務部門に
長くおりましたが、当時は臨時従事員やきゅう舎関係者
の組合活動が盛んであったため、春闘の時期にはいろい
ろ大変な出来事があり、貴重な経験であったと思ってい
ます。
全国各地を異動した中での一番の思い出は、なんと
言っても鳥取県のウインズ米子の開設準備に携わった 2
年半です。電気・水道・ガス等のインフラ整備もされて
いない原っぱに近代的な建物が建ち、開業するまでの間
は無我夢中であっという間の時間でした。
競馬場勤務は、中京・函館・京都に次いで 4 箇所目（美
浦・栗東の両トレセンにも勤務しました）になりますが、
ここ福島は特に行政を始め地域住民の皆様にも『競馬』
が非常に身近な存在として暖かく受け入れられている所
でもあり、ロータリー会員として、また個人としても『福
島での生活』を満喫したいと思っていますので、今後共
よろしくお願いいたします。

今月の「友」より
■横組み P7 〜 11 ／特集／ロータリー親睦活動月間

「世界に開かれたロータリーの親睦活動」
◎ジャンボリーを通して交流
日本スカウトロータリアン 犬飼 康元（松本 RC）
■縦組み P22 〜 25

「ポリオ撲滅まで『あと少し』
」
ロータリーは長年、ポリオの撲滅に従事しています。その活
動を振り返りました。その初期のころ、ポリオ撲滅に情熱と
命を下げた日本のロータリアンがいたことを、私たちは忘れ
てはいけません。ポリオ撲滅まで「あと少し」
。でも、この「少
し」が一番大変だと聞きました。最後まで気を抜くことはで
きません。ロータリーが子どもたちに約束した「ポリオのな
い世界」を実現するまでは。

■縦組み P29 ／ ROTARY AT WORK

「カンボジアの子どもへ トイレ寄贈と
教育支援」／二本松 RC
6 月号【注目記事】
■横組み P3 ／ RI 指定記事／ RI 会長メッセージ

「ロータリーを実践し続けよう」
「参加することは、私たちの今年度のテーマ『ロータリーを
実践し みんなに豊かな人生を』そのものです。そして、私
たち一人ひとりがそれを成し遂げました。私たちの一人ひと
りが椅子から立ち上がって、ロータリーを実践してきたの
で、私たちは人生を豊かなものに変えたのです」と、ロン・
バートン会長は、本年度の活動を評価しています。そして、
「皆さんの一人ひとりがこれからも『ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を』を続けてくださることを願っていま
す」と結んでいます。
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東京交歓会

〜写真でご報告〜
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プログラム・ニコニコBOX小委員会報告

阿久津肇会員
が丹精こめて
育て上げたサ
ツキが今年も
あざやかに咲
きました。

右近 八郎 委員
＊7月プログラムのご案内

広報マルチメディア・雑誌小委員会報告

血圧
測定

佐藤 武彦 委員
＊「友」6月号の紹介

看護師

丹野千鶴子 様
…児玉健夫会員

ニコニコBOX報告

本日のニコニコBOX投入額

24件 ¥48,000

累計

¥2,334,000

れ」を聞いていますが聞き終わらないうちに眠ってしま

▶紺野 晴郎 会長

います。梅雨にはぴったりの曲です。

仕 事 の 帰 り に 劇 団 四 季 の『 リ ト ル
マーメイド』を見て来ました。
「好奇

児玉内科胃腸科医院

田沼紀美子 委員

心と実行力」が幸福を勝ち取るキーワードのようです。

▶後藤 忠久 会員
今年の夏まつりは「わらじまつり」が 8 月 1 日 2 日、花火

とても美しいミュージカルでした。

大会が 8 月 9 日に開催されます。皆様どうぞお楽しみに。

▶日比野恒夫 幹事

▶田苗

6 月 7 〜 8 日の東京交歓会お疲れ様でした。宝塚 100 周

いやな梅雨に入りました。体調を崩さないように気をつ

年、初めての宝塚ありがとうございます。今井場長のス

けましょう。今井場長のスピーチ楽しみです。

博 会員

ピーチ楽しみにしています。

▶丹治 正博 会員

▶加藤 義朋 会員

昨日、県内の宗教者の連絡協議会が開催され、東日本大

東京交歓会では、OB ロータリアンと開催担当の皆様に

震災で非難を余儀なくされている家族の中で、とくに子

大変お世話になりました。児玉胃腸科内科の看護師さん

どもたちの心が歪みつつある現状にどのように対処する

ありがとうございました。

かとの話し合いがなされました。ロータリーとして支援

▶今井 吉之 会員

の可能性を探っていきたいと考えます。

誕生祝いありがとうございます。80 歳になりました。

▶幡

▶茂田 士郎 会員

今井会員のスピーチ楽しみにしています。東京交歓会楽し

先週は出席しなかったのですが誕生祝いをありがとうご

かったです。親睦委員の皆様大変お世話様になりました。

研一 会員

ざいました。毎晩就寝するときに CD でショパンの「雨だ
他に
今井
康／江花
亮／門脇
渉／菅野
坪井 大雄／中島 健至／藤井 高志／増子
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晴隆／小林 仁一／白岩 康夫／菅沼
勉／牧野 吉晃／森岡 幸江

裕／高橋

今週号の編集長

聡／田沼紀美子
増子

勉 会員

