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■例会日／2014年5月22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

【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 43 回 会長挨拶

2013-14年度 会長

紺野 晴郎
5 月 17 日（土）パルセいい
ざ か で、2014-15 年 度 国 際
ロータリー第 2530 地区の地
区研修・協議会が開催されました。講師をなされた阿久
津バストガバナーそして一番燃えている丹治エレクトを
はじめ、参加された次期役員の方々ご苦労様でした。報
告会は次週の例会で参加者の皆様に報告して頂きます。
今日は野地利雄ガバナー補佐のクラブ最終訪問です。
一年間ご指導ありがとうございました。補佐よりの課題
である会員増強、財団寄附、そして、米山寄附の目標をす
べて達成できました。これも偏に会員の皆様方のご協力
に感謝申し上げます。今年度の第 2530 地区のテーマは
「未来の子供たちの輝く笑顔のために」です。今週の土曜
日に福島ロータリークラブ青少年奉仕会議（新世代会議）
をローターアクトクラブとインターアクトクラブ合わせ
て約 60 人の参加者により開催いたします。明るい未来の
ためにロータリーの目的である平和のために今「何が必
要か」
「何をなすべきか」を討論したいと思っております。
世界の常識では考えられない国があります。それは、
大震災の後 3 月の寒い中、配給品を我先にと奪わずにき
ちんと並んで順番に受け取る避難者のいる国。死闘を繰
返し争う敵に塩を贈る武将のいる国。果し合いの場で名
前を名乗り合い決して後ろから切り込まず、落とした剣
を拾うまで待ち、正々堂々戦う武士のいる国。戦争と武
力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄し、国の交戦
権を認めない国。こんな世界の常識では考えられない国
を私は誇りに思っています。
青少年奉仕会議（新世代会議）を通じて子供たちに、並
ばない国の人と、生の寿司を煮たり焼いたりして食べる
国の人と、いち早く逃げてしまう無責任船長のいる国の
人と、どうすれば平和に友好的にお付き合い出来るか、
していかなければならないかをじっくり考えさせ討論し
たいと思っております。

血圧
測定

児玉胃腸科内科
医院 看護師

市場 美奈 様
…児玉健夫会員

例 会 次 第

ガバナー補佐スピーチ
県北第一分区ガバナー補佐 野地 利雄 様

分区幹事スピーチ
県北第一分区幹事 黒羽 好夫 様

県北第一分区ソングリーダー研修会
（DVD放映）
紺野晴郎 会長
開会点鐘
ロータリー・ソング
「それでこそロータリー」
ソングリーダー

渡邊又夫 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
表彰伝達
会長挨拶
クラブ細則改定について

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
ニコニコ BOX 担当

門脇 渉 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
12：30 〜「辰巳屋」
■ 6 月 5 日（木）
門脇 渉会員（JTB 東北福島支店長）
・新会員スピーチ
・
「ロータリー親睦活動月間にちなんで」スピーチ
坪井大雄親睦・R 家族委員長

＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和
・18：30 〜 6 月理事会（懇親会あり）
紺野年度・丹治年度、合同の理事会になります。
12：30 〜「辰巳屋」
■ 6 月 12 日（木）
中丸裕史会員（SMBC 日興証券㈱）
・東京交歓会報告
今井 康会員（JRA 福島競馬場場長）
・新会員スピーチ
＊プログラム紹介 ＊血圧測定 ＊「友」6 月号紹介
12：30 〜「辰巳屋」
■ 6 月 19 日（木）
・クラブ協議会「次年度体制に向けて」
18：30 〜「辰巳屋」
■ 6 月 26 日（木）
・今年度最終例会「夜間例会」
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナー補佐スピーチ
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。
福島 RC さんへのクラブ訪問は第 5 回目となります。
この伝統と格式のあるクラブに若輩者の私がガバナー補
佐として訪問し、拙い挨拶を、紺野会長・日比野幹事さん、
そして会員の皆さんに好意と友情をもってこれまで聞い
て頂きました。また様々な地区・分区活動にご協力を頂
いて参りました。県北第一分区活動計画は、薬物乱用撲
滅キャンペーン・ボーリング大会等、まだ少し残ってお
りますが、役目の上で最後の訪問になると思います。感
慨深いものがあります。
紺野会長始めとするクラブの皆さん、そして福島市内
で一番とも言える立地条件と伝統ある辰巳屋ビル 8 階で
の例会・会合を重ねられている格式高いクラブであると
思います。そしてパストガバナーの阿久津先生、故田中
先生とこれまた地区の多くの指導者の先生方を輩出され
ました。今年もまた、阿久津先生には新会員セミナー、次
年度幹事セミナーとご指導頂きました。何かと県北第一

行って頂きました。また地区提唱の御見舞金についても、
いち早くご協力を頂きました。それによって地区が動
いたのは間違いありません。これについては、渡邉ガバ
ナーも地区大会において、スピーチの中でもお話しされ
ております。東日本大震災の恩返しが少しでも出来たの
ではないかと思っております。その他、長い年月、ベトナ
ム留学生支援・財団奨学生支援も数多く行っております。
また、ローターアクトクラブの支援も頂いております。
この活動が他のロータリークラブも出来るようになって
ほしいと思います。ローターアクトクラブについては、
現在、中央 RC 中心に来年を目標に活動しております。
また、福島 RC さんは、会員である渡辺先生始め、多く
の音楽愛好者が在籍している関係もあると思いますが、
「音楽の夕べ」も開催されております。ロータリーの高い
文化水準を保っており、他に東京交歓会といって、東京
で行われる、福島 OB 会員の方々との交流会があり、地区
外において様々な素晴らしい活動をされており、感心致
しました。福島の復興に大変プラスになっている事と思
います。これもまた、大変素晴らしいロータリー活動で
す。我がクラブでも見習いたいと思います。
また、クラブ維持基盤の目的でもある、会員増強にお
いて、9 名の増強を行っておりますが、もう一人増える
可能性もあるとの事、そのお蔭を持ちまして、県北第一
分区全体で 27 名の純増になり、度々比佐地区クラブ奉

分区の皆さんのロータリアンの考え方、行動規範の役に
立ったものと思います。私も改めて大変勉強になりまし
た。この活動も残念ながら県北第一分区だけで開催して
おり、地区に広がる事を望んでおります。これからガバ
ナーとなられる先生方にお願い申し上げる次第でありま
す。クラブの皆さんにもお願い致します。

仕委員長よりお褒めの言葉を頂いております。また、米
山奨学金、財団寄付も目標を達成して頂いております。
私たち県北第一分区のクラブを含め多くのクラブの目標

福島 RC の紺野会長・日比野幹事さん、会員の皆さん
においては、分区活動の新会員セミナーのホストをして
頂きました。また、IM や「あれこれなんでも相談会」次期
幹事セミナー、新会員セミナー、新世代会議等、色々と各

を続けているものと思っております。
振り返ってみますが、私も何とか皆さんのご協力を
もって、一年を終る事が出来そうです。この一年間、皆さ
んの友情に支えられた事を私の良き思い出として胸に刻
んでおきたいと思います。次年は南 RC の一会員として、
ロータリーの思いが全世界に届くまで、ロータリー活動
をさせて頂く思いであります。次年度は福島西 RC の久

クラブのリーダーとしてご協力頂きました。紺野会長に
おいては、何事も積極的に取組み、ご協力を仰ぎました。
改めて御礼申し上げます。
クラブ活動においては、フィリピンの 11 月に見舞わ
れた巨大なモンスーンの被害における支援活動につい
て、いち早くご賛同頂き、フィリピン友好クラブを通じ、
現地状況と友好クラブの橋渡しをして地区テント支援を

となる活動を、今後共お願いする次第であります。福島
RC さんは、サロン化していると、たまに聞こえてきます
が、決して、そんな事はありません。私は素晴らしい活動

米さんが県北第一分区ガバナー補佐として活動されま
す。ガバナー補佐に協力を惜しまず、皆さんと共に楽し
く活動して行きたいと思います。一年間、多大なるご支
援、ご協力を頂きまして本当にありがとうございました。

県北第一分区ソングリーダー研修会（DVD 放映）
スピーチの後 DVD
が 放 映 さ れ、ガ バ
ナー補佐と分区幹事
に同 DVD が贈呈され
ました。
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地区研修・協議会開催される
国際ロータリー第 2530 地区の 2014-15 年度地区研
修・協議会が去る 5 月 17 日（土）
、福島北 RC ホストのも
と「パルセいいざか」ほか 3 会場で開催され、県内 66 ク
ラブの次期会長・幹事を始め役員ら 800 人が集い、新年
度の活動方針を確認しました。当クラブより、阿久津パス
トガバナー、渡辺健寿次期地区クラブ奉仕委員長、加藤義
朋次期米山記念奨学会委員長、古俣 猛次期地区社会奉
仕委員会委員、菅野 晋次期地区ローターアクト委員会
委員、丹治正博会長エレクト、坪井大雄次期幹事を始め次
期役員 11 名の総勢 15 名が参加しました。
9：30 より会長・幹事会、10：15 より開会セレモニー、
会場移動・昼食をはさみ、12：15 より 4 会場に分かれ
てセッションⅠ、Ⅱが行われ、野﨑潔ガバナーエレクトの
掲げる地区目標「ロータリーの心を大切にクラブを活性
化させよう！」のもと、会員増強・出席率向上を始めとす

る 7 つの重点目標の説明を受け、各委員会に分かれて熱
心な討議が行われました。15：10 からの閉会セレモニー
の後、15：40 に散会、引き続き 17：00 より石林にて当
クラブ参加者の反省会が催されました。

県北第一分区親善ボウリング大会・福島 RC 青少年奉仕会議開催報告
5 月 24 日（土）
、
「県北第一分区親善ボウリング大会」が二本
松市ルミックスボウルで二本松 RC のホストにより開催されま
した。また、その後 17 時より「福島 RC 青少年奉仕会議」が石
林にて行われましたのでご報告致します。

「福島 RC 青少年奉仕会議」まとめ
してもらって嬉しかったエピソード
○遠足の時に迷ったとき知らない人に道を教えて貰った
○様々な先生に料理を教えてもらった
○進路に悩んでいたとき、お金に困っているときにバイト
をさせてもらった
○熱があったとき病院へつれていってもらった
○この会に参加させていただいたこと
○マジックショーのチケットをもらった
○おばあちゃんが演奏会に来てくれた
○誕生日プレゼント
○日比野先生に中華実習をしていただいたこと
○お友達が電話に出てくれたこと
○具合が悪いときに声をかけてもらった
○胴上げをしてもらったこと
○先輩に部活でアドバイスされたこと

してあげて喜ばれたエピソード
○学校帰りバスに座っていて妊婦さんに席を譲った。断ら
れたが降りるときに「ありがとう」と言われた
○消しゴムを拾ってあげて喜ばれた
○荷物を持ってあげた
○食事、菓子を作りみんなに喜ばれた
○サイドシュートを止めた
○母にプレゼント（母の日、嗜好品等）
○会長になって喜ばれた
○親族の介護
○友人へのヨイショ

これからしてあげたい事
○親孝行（自立、老後の面倒、お金を返したい、家を建て
てあげたい、祖父母の介護、嗜好品をプレゼント、旅行）
○アフガニスタンの子供に料理を作ってあげたい
○次の女につくす
○ピュアでいてあげたい
○美味しい料理を作ってあげたい
○人に優しく人の役に立ちたい
○人の話を聞く
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幹事報告

日比野恒夫 幹事

【クラブ細則改正について】

その他のお知らせ
● 5 月 24 日（土）
、二本松市にて開催
されます第一分区ボウリング大会には、インターア
クトクラブ生徒さん 23 名に参加して頂くことにな
りました。ちなみに食事会 ･ 懇親会は 60 名位にな
りそうですので、青少年奉仕会議（新世代会議）を
開催する予定です。
●東京交歓会 JR 切符手配の件ですが「宿泊ホテル・
JR 切符」セットにてお申し込みの方は、びゅうプラ
ザ窓口で受付になりますので、後ほどこちらから
お知らせ致します。

5 月 1 日の例会開催時に、クラブ細則改正案をご提
示しております。クラブ細則第 16 条改正の項に則り
本日の例会は定足数を充たしており、満場一致の賛成
により承認されました。
○主な改正事項は
ロータリーの綱領 → 目的
新世代奉仕委員会 → 青少年奉仕委員会
戦略計画委員会の設置

表彰伝達
渡辺 健寿 会員
ポールハリスフェロー（2 回目）
＊ポールハリスソサエティ（今後
毎年 1,000 ドル寄付の約束を
されました。当クラブより第一
号誕生です。今回は 1 回目の寄
附になります。
）

お客様並びに来訪ロータリアン
●RI第2530地区県北第一分区
ガバナー補佐

田沼紀美子 会員

野地 利雄 様（福島南RC）

米山功労者（1 回目）
＊個人累計が 147,000 円に
なりました。

幹事

黒羽 好夫 様（福島南RC）

絆 ＝ 軛（くびき）？

右近八郎 会員

東日本大震災以来何かともてはやされている言葉です
が、この「絆」ブームには違和感を覚えます。
「絆」とは、

ニコニコBOX報告

本日のニコニコBOX投入額

▶紺野 晴郎 会長
野地利雄ガバナー補佐、黒羽好夫分
区幹事の訪問を歓迎致します。分区
門脇 渉 委員
新会員セミナーの成果である「ソン
グリーダー研修 DVD」を寄贈致します。
▶日比野恒夫 幹事
野地利雄ガバナー補佐、黒羽好夫分区幹事のスピーチ楽
しみにしてます。
▶ガバナー補佐 野地 利雄 様、分区幹事 黒羽 好夫 様
今年度最後の訪問になります。一年間大変お世話様にな
りました。
▶渡辺 健寿 会員
野地ガバナー補佐、黒羽分区幹事様の今年度最後のクラ
ブ訪問を心より歓迎致します。
▶渡邊 又夫 会員
後程、分区のソングリーダー研修の DVD を見て頂きま
す。甚だ、恐縮至極ですが、老醜を晒します。お許しくだ
さい。
▶森岡 幸江 会員
5 月 17 日・18 日、ライラ研修会が開催され、相良会員
他に
安藤健次郎／岩田
志村 光昭／菅沼
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尚志／浦部
裕／高橋

一般用語では「繋がり」とか「関係性」といったところで
すが、主にその光の部分であり、影の部分は「軛」と呼ば
れます。自由への束縛といった意味でしょうか。日本人は
戦後一貫して、軛からの脱却を求めて突き進んできたに
も関わらず、今回手のひらを返したように、絆への復帰礼
賛一色になっています。その身代わりの早さには辟易し
ます。反動は世の常ですが、今日本で求められているのは
冷静な現実的姿勢ではないでしょうか。
28件

¥60,000

累計

¥2,187,000

の従業員 2 名の方に参加して頂きました。ありがとうご
ざいました。
▶加藤 義朋 会員
地区研修・協議会の「米山学友に輝きを」と朴君・アブ
ディーン君のスピーチ、好評でした。野地県北第一分区
ガバナー補佐を歓迎して。
▶草野 武夫 会員
5 月 19 日、次男のところで女の子が生まれました。予定
日より 3 日遅れの誕生でしたが私の誕生日 5 月 19 日に
合わせてくれたようです。生まれた時からおじいちゃん
孝行の孫です。
▶幡
研一 会員
野地ガバナー補佐を歓迎して。暑かったり寒かったり、
体調管理に気をつけましょう。
▶今井
康 会員
今週の日曜がオークス、次週 6 月 1 日はいよいよダー
ビーが開催されます。福島競馬場でもダービーイベント
として安藤美姫さん（フィギュアスケート）をお招きす
る予定ですので是非ご来場ください。

博／管野 裕一／小林 仁一／古俣
猛／佐藤 英典／茂田 士郎／白岩
聡／田沼紀美子／土屋 敦雄／坪井 大雄／藤井 高志／森
洋一／門脇
今週号の編集長

康夫
渉

志村 光昭 会員

