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本日のプログラム

ガバナー補佐スピーチ

第 24 回会長挨拶

古俣

例 会 次 第

猛 会長

皆さんこんにちは！
本日はガバナー補佐クラブ訪問でご
ざいます。善方ガバナー補佐、そして高
橋分区幹事、同じく安部分区幹事、本日
はようこそお出ましをいただきまして
誠にありがとうございました。
さて善方ガバナー補佐の一番の方針としまして、今
年度の県北第一分区の各クラブ全てが RI 会長賞を受
賞すべく努力をしなさい。ということでありまして、
会長幹事会が開催されるごとに各クラブに檄を飛ばさ
れ、さらには各クラブの問題点などについて、大変親
身になって相談にのっておられます。当クラブにつき
ましても前回も申し上げましたが、オンラインツール
の利用という受賞資格の部分でやや苦戦をしておりま
すが、本日は例会終了後に管野幹事を中心に説明をい
たしますので、遠慮なくお申し出をいただきたいと思
います。
善方ガバナー補佐、本日のスピーチどうぞ宜しくお
願い申し上げます。
さて、話しは変わりますが、後藤実行委員長より日
台友好親善コンサートについて経過報告をしていただ
きますが、これにつきましてもいよいよ開催が来月と
なってきております。今後会員の皆様方には色々なご
協力、ご支援をお願い申し上げるようになると存じま
すが、何卒宜しくお願い申し上げます。
また、台湾の駐日代表やその他の台湾からのお客様
の来日日程が、まだ確定しておりませんが、その日程

開会点鐘
ロータリーソング
「奉仕の理想」

古俣 猛 会長

ソングリーダー

丹治正博 会員

加藤裕司 会員
「四つのテスト」唱和
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
3月誕生祝い
ポール･ハリス･フェロー伝達
古俣 猛 会長
会長あいさつ
食事
管野裕一 幹事
幹事報告
各委員会報告
●日台友好親善コンサート実行委員会
実施概要説明

もしれません。場合によっては、4 月 13 日（木）の観桜
夜間例会は振り替えになるか、昼間の通常例会に変更
になるか、今現在不確定ではありますが、変更がある
かもしれませんので、この点についてもご理解の程、

古俣 猛 会長

●競馬を楽しむロータリアンの会
武豊展ご案内

児玉武夫 会長

●広報マルチメディア雑誌小委員会
「友」3 月号紹介

河田 亨 委員

●プログラム･ニコニコBOX小委員会
ニコニコBOX 担当

◎本日のプログラム
閉会点鐘

熊坂仁美 委員
古俣 猛 会長

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

3 月 9 日（木）

12：30 〜 辰巳屋

ゲストスピーチ

渡辺経営コンサルタント事務所 代表 渡辺雅文様

3 月 16 日（木）

12：30 〜 辰巳屋

PETS 報告 森岡幸江 会長エレクト
米山奨学生報告

米山奨学生 ジューフンさん「卒業にあたり」

3 月 23 日（木）

18：30 〜 辰巳屋

クラブ創立記念祝賀会 会費 3,000 円

次第では、新たに歓迎会を開催する必要が発生するか

お願い申し上げます。

善方邦雄 様

RI2530地区県北第一分区 ガバナー補佐

会 長 あ い さ つ

24

幹 事 報 告

例会変更のお知らせ
●市内クラブ例会変更はありません。
その他のお知らせ
●本日午後 6 時 30 分より辰巳屋において、3 月理事会を開
催致します。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナー補佐
スピーチ

さて、今年度のロータリー事業も残すところ、4 ヶ月
を切りました。年初に佐久間ガバナーより 6 つの目標
「地区とクラブへのサポート強化」
「人道的奉仕の重点
化と増加」
「公共イメージと認知度の向上」
「全クラブが

RI2530地区県北第一分区 ガバナー補佐

善方邦雄 様

会長賞に挑戦できるように総力でクラブを支援する」
「ロータリー財団 100 周年年度の意識を持って目標を総
力で達成する」
「米山記念奨学会委員会活動の積極的支

あらためまして、日頃の分区行事へのご協力に感謝致
しますともに、福島ロータリークラブ皆様の活発なロー
タリー活動に敬意と感謝を申し上げます。
先日 2 月 12 日に開催致しました県北第一分区イン
ターシティミーティングでは、130 有余名もの分区ロー
タリアンの参加のもと「地区の役割とクラブ運営」をメ
インテーマに定め、阿久津パストガバナーより基調講演
を頂いた後、
「地区とクラブの関係」
「地区と組織につい
て」
「地区の管理運営について」
「地区の賦課金と予算に
ついて」
「地区の規定について」
「地区委員会の役割とク
ラブへの反映」の 6 つのサブテーマに分けて、それぞれ
に参加者全員より意見を出して頂き、意見の集約を行う
ことが出来ました。
この IM での貴重なご意見をこれからの RI2530 地区
と県北第一分区内クラブの充実と発展に繋げられる様、
私、本年度ガバナー補佐としての残任期間中しっかりと
努力して参りたいと思っております。
さて、これからの分区行事としまして、3 月 11 日の土
曜日に福島中央ロータリークラブ主催の「あれこれなん
でも相談会」をアオウゼで開催致します。
更に 3 月 25 日、土曜日に県北第一分区と第二分区共

援」が提示されました。また、ポリオ撲滅への熱い思い
も伝えて頂きました。
私は、佐久間ガバナーの熱き思いとこれらの目標に対
して、佐久間ガバナーの伝導者として我が県北第一分区
内において目標が達成される様にガバナー補佐として
精一杯頑張ろうと肝に銘じて参ったしだいです。
まだこの 6 つの目標を達成するのが困難なクラブも
ございます。残された期間、そういったクラブをしっか
りとサポートして参り、目標達成を実現させたいと思っ
ております。
私は、ガバナー補佐を務めさせて頂く様な器ではない
のですが、
「ロータリアンの寛容と友情」に支えられて、
ここまで来れましたこと、誠にありがとうございます。
「貴クラブと地区とのパイプ役」としてまた、
「貴クラブ
事業の支援者」としまして、そして全クラブが会長賞を
受賞出来ます様に、ガバナー補佐の任務をこれからも精
一杯、遂行してまいる所存でおりますので今後とも宜し
くお願い申し上げます。
最後に、福島ロータリークラブの益々のご発展をお祈
り致しまして、私の挨拶と致します。
ありがとうございました。

催で「新会員オリエンテーション」を辰巳屋で開催致し
ます。
翌日の 3 月 26 日、日曜日には「県北第一分区親善ボウ

委員会報告

リング大会」をカラシマボウルで開催致します。また、
この日には福島南ロータリークラブ主催の「日野皓正復
興ライブ」が福島市公会堂で公演されます。
4 月に入りますと、4 月 15 日土曜日に阿久津肇パスト
ガバナーに講師をお願いしまして「県北第一分区幹事セ
ミナー」を辰巳屋で開催する予定です。
貴クラブにおかれましては 、新しい事業としまして
福島大学との「教育連携事業講座」
、そして、
「日台友好
親善コンサート」が計画なされております。
これらの事業は、私達県北第一分区を代表する福島
ロータリークラブならではの新世代奉仕と社会奉仕、そ
して国際親善を通しての国際奉仕をなされていますこ
とに、とても素晴らしく誇らしく感じております。
是非とも、これらの事業が成功されますようご祈念申
し上げます。
❷
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「ロータリーの友」3 月号のご紹介
河田

亨 委員

フクシマ・ジャパンの見出しで、インド・ニューデ

【注目記事】

リーから来日のカメラマンが 2011 年 8 月〜 2016 年 12

●横組み P7 〜 P13
特集：過去から今、そして未来へ ローターアクター

・写真報道：各種行事、活動状況を 26 コマのコメント
付きで多彩に掲載。

月まで福島県内各地をルポ、撮影 14 コマ（福島、新地、
浪江、相馬、双葉）
ロータリー平和フェロー

・残念ながら 2530 地区および福島 RC についてはふれ
られず。
・日本の最初に結成された RAC は埼玉県の川越 RAC
（1968 年）
。なお福島 RAC の設立は 1985 年。
当クラブは 1996 年 12 月からロータリークラブ、東稜
高インターアクトクラブ、福島学院大ロータリーアク
トクラブによる「三者合同新世代会」を 20 年間開催。
この 2 月には第 31 回目を開催した。

Allison Kwesell（アリソン・クウェッセル）
「福島の復興は遅れている。また物理的な復興によっ
て福島の傷が癒えるとも思いません。目に見えるもの
と目に見えないものとの間には進展に差のあることを
知りました」
「除染に対する取材の取り組みは不十分で、
遅いと思います。また、放射線、除染の問題は正しい
情報が共有されていません」
「福島と日本の人々は何が
安全で、何が安全でないか十分に知らされていません」
「郡山市（大熊町も福島県内にあるため日本人は同じ一
つのものと決めてかかるところがあるようです。これ
は間違った判断です。福島県は広大です」
「日本政府は
立ち上がり、原発事故の被害の恐怖に終止符を打つべ
きです」
「福島の復興は遅れていますが、津波の被災地
でもコミュニティは計画的に維持され、住民が一生懸
命に行動しています。日本のコミュニティの絆は人生
を意味あるものとし、生き残り、いやし、栄えていくた
めに不可欠なものです」
。

【注目記事】

●横組み P17 水と衛生 「猪苗代湖をきれいに」
猪苗代 RC 中村岳嗣 記
・2010 年に 2530 地区の呼びかけで設立した「猪苗代湖
水環境協議会」の動きを写真つきで説明。2016 年は水
草除去作業などによって「日本有数の清澄な湖」と称
されるようになった。
・また 2011 年に文化庁が磐梯山を「日本ジオパーク」に
指定、さらに 2016 年には猪苗代湖より水を引く安積
開拓をひとつの物語として「日本遺産」に選定した。

【注目記事】

●縦組み P4 〜 P8 「地方創生〜ひと・まち・しごと」
倉敷芸術科学大学客員教授 濱家輝雄
〈第 2690 地区玉島 RC 創立 50 周年記念講演要旨〉
※倉敷市、金沢市にスポットをあてて地域経済と「ふる
さと造り」を考察した。
・
「地域らしさ」の知恵くらべ
・伝統、文化、継承〈
「伝える」から「伝わる化」を図る〉
・金沢は U ターン率が高い〜経験、体験を生かす〜
（城があり、兼六園がある）自信と誇り
・倉敷は綿紡績、美術館のマチ
（高層ビルがない、駄菓子屋）
【注目記事】

●横組み P18 〜 P22 心は共に東日本大震災

・お客さまファースト（CGM ＋ 1）
「おもてなし」
C= コミック G ＝ゲーム M ＝メール L ＝ライン
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I ＝アイ（目）

私のひとこと

・風土（他所のひと…風の人）
（土地の人）
・絆（タテ・
ヨコのつながり）

大きな地震のとき普段と違うとこ
ろに居たことがある。十数年前の中越
地震のとき震源地のすぐ傍、小千谷
（新潟県）の手前を走行中の鈍行列車
の中にいた。突然ガツンガツンと何か
乗り上げたような揺れを感じて急停
車、車体が大きく傾いて体が座席に押し付けられて転
覆するかと思った。この時、新幹線は脱線横倒しとな
り負傷者がでていた。
東日本大震災のときは会社のトイレ（和式）の中に
いた。タイミングの悪いことにパンツを下げてしゃが
んだとたんグラグラッときた。立ち上がるにも立ちあ
がれず、そのままの姿勢で両側の壁に手を突っ張って
体を支えているのが精いっぱいだった。一瞬、頭をよ
ぎったことは社屋が倒壊して、このままの形で下敷き
になったら “ みっともないだろうなあ ” と云うことで
ある。
幸い列車は脱線も転覆もせず、社屋も倒壊しなかっ
たので大事には至らなかったが、常日頃万一の時の備
えを怠らないよう言われているけど、こんなとき皆さ
んどうします？（H29.2 記）

・
「ここが日本列島のド真中だ」の意識を持つ。

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

県北第一分区

ガバナー補佐
幹事

善方邦雄
高橋修二
安部敏弘

草野 武夫 会員

3月誕生祝い

〜おめでとうございます〜

様
様

三宅

喬 会員

昭和 13 年 3 月 6 日

安藤健次郎 会員

昭和 20 年 3 月 15 日

茂木 正志 会員

様

昭和 55 年 3 月 20 日

佐藤 豪一 会員

伝達表彰

昭和 34 年 3 月 25 日

大沼健次 会員

昭和 17 年 3 月 29 日

ポール ･ ハリス ･ フェロー
ピン＋2 伝達

渡邊又夫 会員

昭和 10 年 3 月 29 日

紺野晴郎 会員

佐藤英典 会員へ

ニコニコBOX報告

〈報告〉熊坂仁美 委員

昭和 30 年 3 月 31 日

本日のニコニコBOX投入額

古俣 猛 会長
いよいよ春めいてまいりました。3 月は年度末で皆様お忙し
いかと存じますが、宜しくお願い致します。
本日の善方ガバナー補佐スピーチ、勉強させていただきます。
善方邦雄 ガバナー補佐
分区幹事 高橋修二 様 安部敏弘 様
本日はクラブ訪問をさせていただきます。
宜しくお願い致します。
鈴木勇人 会員
2017 年シーズン、いよいよＪリーグが 3 月 11 日に開催しま
す。元日本代表の田坂新監督でひたむきに勝利を目指します。
今期も応援よろしくお願いします。福島ユナイテッド頑張り
ます。
安斎圭一 会員
インフルエンザもピークは過ぎましたが、まだまだ患者さん
は多いようです。予防を心がけて下さい。

❹
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33件

¥74,000

累計

¥1,630,000

紺野晴郎 会員
誕生祝ありがとうございます。確定申告の真っ最中です。
頑張ってます。
山内 功 会員
この週末に街なか広場でイベントを開催します。
皆様お越しいただきお楽しみ下さい。
丹治正博 会員
ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。
内池 浩 会員
春は名のみの 風の寒さや…
───────────────────────────
他クラブ会員より／土屋敦雄／佐藤美奈子／佐藤豪一／児玉
健夫／茂田士郎／靏丸直久／渡邊又夫／八子英器／辺見哲郎
／高倉裕行／坪井大雄／箱岩 偉／黒崎浩一／森岡幸江／勝見
浩二／氏川守義／本保 晃／長谷部一雄／佐藤英典／田沼紀美
子／熊坂仁美／増子 勉／菅野 晋／菅野晴隆／今井理基夫

