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本日のプログラム

小島 彰 教授 ご挨拶

古俣
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ロータリー親睦活動月間にちなんで
箱岩 偉 小委員長

親睦ロータリー家族小委員会

会 長 あ い さ つ

第 36 回会長挨拶

36

辺見哲郎 委員

例 会 次 第

猛 会長

皆さんこんにちは ! 今月はロータ
リー親睦活動月間であります。
「ロータ
リー精神は親睦と奉仕の調和の中に宿

開会点鐘

古俣 猛 会長

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

茂田士郎 会員

「四つのテスト」唱和

鈴木勇人 会員

る」という言葉があるように、奉仕の

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

心を育む原動力として、やはり会員相

福島大学人間発達文化学類 経済学

互の親睦は決して欠かすことのできない大きな要素だ
と思います。後程、箱岩親睦・ロータリー家族小委員
長よりスピーチがありますので、改めて親睦活動の重
要性について考えてみたいと思いますので委員長宜し
くお願いします。
さて本日は福島大学より小島先生がおいでになられ
ています。後程ご挨拶をいただきますが、皆さんご存
知のとおり連携講座が開催中でありますが、私が第 1
回目の講師を務めた際に、生徒さんからの質問でロー
タリークラブとライオンズクラブは何が違うのか？と
いう質問に少し冷や汗をかいて説明をしましたが、こ
こで改めて少し調べてみましたので、お話をさせてい
ただきます。
まずロータリークラブは今更言うまでもなく、会員

教授

小島 彰 様

委嘱状伝達
国際ロータリー第 2530 地区クラブ奉仕委員会
会員増強・拡大委員会委員

坪井大雄 会員

国際ロータリー第 2530 地区ロータリー財団委員会
補助金委員会委員

会長あいさつ

右近八郎 会員
古俣 猛 会長

食事
幹事報告

管野裕一 幹事

各委員会報告
●プログラム･ニコニコBOX小委員会
ニコニコBOX 担当

氏川守義 小委員長

◎本日のプログラム
閉会点鐘

古俣 猛 会長

の職業倫理を高める「職業奉仕」そしてそこから広が
る「社会奉仕」
「青少年奉仕」
「国際奉仕」を目的とし、
「Service Above Self（ 超我の奉仕）」
「One profits most
who serves best（ 最も良く奉仕する者、最も多く報い
られる）」を標語としています。そしてライオンズクラ
ブは、世界最大の奉仕団体であり「ライオン」とは偉
大な行為、高い理想といったものを象徴しています。
その頭文字は「Liberty Intelligence Our Nations Safety
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をは
かる）
」というスローガンになっています。
ライオンズクラブは社会奉仕活動を職域や個人で
行うだけでなく、チームワークを発揮して行うことに
よって、有意義な効果をあげるように組織されている
ようです。
「我々は奉仕する（Weserve）
」すなわちクラ
ブ全体でまとまって一つの事業を行います。
もちろんロータリークラブも全員がまとまって行う

奉仕活動も沢山ありますが、基本的に我々ロータリー
クラブは「会員一人一人が奉仕活動の単位」でありま
す。すなわち「私は奉仕する（I serve）」自己の責任と
判断において、自分の職業を通して社会に、世界に奉
仕するという考え方であります。
ライオンズクラブは 1917 年アメリカのシカゴで元
ロータリークラブ会員であった、メルビン・ジョーン
ズの提唱により誕生した団体であります。奉仕活動に
対する考え方の違いによる、ある意味では分裂だった
のかもしれません。
いずれにせよ、両団体ともに、世のため人のためと
いうことには違いはありませんので、これからも勝ち
負けではありませんが、何事もライオンズさんに負け
ないように、ロータリーの奉仕の理念を奨励して参り
たいと思います。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム ❶

福島ロータリークラブ地域連携講座
総合科目「ふくしま 未来へのヒント」

③授業での提示資料（プリント・パワポ）の内容は充
実していますか ?
そう思う 49.5%

ある程度そう思う 33.3%

④板書や提示資料は見やすいですか？
福島大学人間発達文化学類
経済学

教授

小島

彰様

そう思う 49.5%

⑤授業について相談しやすい環境が整っていますか ?
そう思う 32.3%

①授業内外における適度な課題が含まれていますか？
そう思う 60.2%

ある程度そう思う 31.2%

②受講生の理解度にあわせた進め方ですか？
そう思う 48.4%

ある程度そう思う 24.7%

⑥担当教員の話は、よく聞き取ることができますか ?
そう思う 59.1%

〈1〉授業アンケートから

ある程度そう思う 36.6%

ある程度そう思う 31.2%

⑦授業に集中できる環境が整えられていますか ?
そう思う 73.3%

ある程度そう思う 18.3%

⑧講義室の温度管理は適切ですか ?
そう思う 60.2%

ある程度そう思う 25.8%

ある程度そう思う 34.4%
本 日 の プ ロ グ ラ ム ❷

ロータリー親睦活動月間にちなんで ［2016-17 年度東京交歓会報告］

親睦ロータリー家族小委員会

箱岩 偉 小委員長
去る 6 月 10 日（土）～ 6 月 11 日（日）
、古俣会長、管
野幹事はじめ会員 21 名、ご婦人 4 名、OB 会員 8 名ご
出席のもと、東京交歓会が開催されました。
初日の 10 日は、築地本願寺の見学にはじまりまし
たが、なんとお寺での結婚式を挙げる様子を見るとい
う貴重な経験をしました。
さかな竹若築地本店でのランチに舌鼓を打ち、その
後あの黄色いはとバスに乗り、浜離宮恩賜庭園散策に
出向きお抹茶と和菓子をいただき、江戸東京博物館で
は坂本龍馬特別展などを見学しました。
夜は、赤坂浅田において加賀料理と加賀地酒を堪能
し、また同時に OB 会員の皆さまはもとより、クラブ
会員同士も更に親睦を深められ、OB 会員による自己
紹介では、入会浅いメンバーが知らないお話もたくさ
んお聞きし、有意義で貴重な時間を共有できました。
来年のまたお会いする事を約束しつつ、幡直前会長
の中締めで無事会を終了致しました。
JTB 辺見会員には、何から何までお手配いただき大
変助かりました、改めて感謝申し上げます。
次年度以降もこの事業が継続されますようにご期待
して、東京交歓会のご報告と致します。
❷
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た」というお声が多かったと思います。
親睦ロータリー家族小委員会

辺見 哲郎 委員
ご紹介頂きました、本年度親睦委員を仰せつかって
おります辺見でございます。
過日開催致しました「第 40 回、東京交歓会」につき
まして簡単にご報告申し上げます。
梅雨入りした東京都内でございましたが、6 月 10 日
（土）は快晴、最高気温が 31℃というお天気に恵まれ
た絶好の交歓会日和でございました。
前回の会報にも掲載頂きましたが、当クラブからは
22 名、そして阿久津パストガバナー奥様、後藤忠久会
員奥様、加藤義朋会員奥様、丹治正博会員奥様にもご
参加を頂き、盛大に開催を致しました。
まず交歓会に先立ち、12 時に築地の本願寺に集合、
都内のエクスカーションに参りました。
築地本願寺につきましてはご存知の方も多いと存じ
ます。浄土真宗本願寺派の寺院で、京都にある西本願寺
の直轄寺院だそうです。著名な人物の葬儀が多く執り
行われる事で良くテレビにも映っておりますが、当日は
寺院関係の方の結婚式が本殿で執り行われており、一方
地下ではお葬式か納骨式が準備されるという非常に不
思議な空間、雰囲気を体験する機会でした。教会式や神
前式の結婚式は見た事がございましたが、寺院の結婚式
というのは初めての経験でございました。
昼食は本願寺からほど近い築地内の「さかな竹若」
でとりました。土曜日でしたので、築地界隈は観光客
でごった返しております。特に外国人が多い事に驚き
ます。福島にいると日本のインバウンド隆盛のニュー
スが今一つ実感し得ないのですが、東京の名所旧跡、
観光地を訪れる外国人の数は恐らく日本人の数より多
い事を肌で感じます。
観光業界に身を置く私と致しましては、2020 年東京
オリンピックまで時間はあるものの、観光における交
流人口を増やす事、特に外国人における福島の風評を
払拭するためにまだまだ尽力しなければならないと強
く感じる場所でございました。
昼食後は「皇居広場」、そして「浜離宮庭園」を訪ね
ました。
真夏日に皇居を訪れる事はあまりおススメ出来ませ
ん。日よけのない砂利道をアプローチ、二重橋を眺める
辺りまで参りました。当然ここも外国人だらけです。
私も何年振りに皇居を訪ねたのか判らない位でご

さて、日中のエクスカーションを終えまして、いよ
いよ、東京交歓会の本番は 18 時より、赤坂にあります
「料亭浅田」にて開催を致しました。
お客様には元福島ロータリアンの東京在住者 7 名様
にお集まりを頂きました。先日福島を離れたばかりの
前野村証券支店長の野原様奥様にもご同席を頂き、大変
楽しく盛大に開催が出来ました事をご報告致します。
阿久津パストガバナー、渡邉又夫会員から頂戴した
ご挨拶の中に、東京交歓会の発足の経緯などのお話し
があり、第 40 回という重みを噛みしめる事が出来た
貴重な時間でした。
幡直前会長からは「懐かしい顔に再会して時代が一
瞬で逆戻りした」というお言葉がありました。40 年と
いう歴史を経ても、福島ロータリアンの縁が生き続
け、そして福島の絆が脈々と受け継がれている、この
福島ロータリークラブの伝統の一端に触れる機会とな
りました。
会の締めに「手に手つないで」をいつもの様に大合
唱し、和やかなうちに会が終了いたしました。
多くの会員皆様にご参加頂きました事を、委員会を
代表して御礼申し上げます。
最後に会場の「赤坂浅田」について少々ご紹介いた
します。
加賀料理を提供する料亭で、青山や名古屋などにも
お店がある料亭でございます。場所柄、通常は接待、
商談などに利用される事が多い事は容易に想像して頂
けると存じます。そういう訳でウィークデイの通常料
金より、この週末開催の御代金はよりお得な料金で利
用頂く事が出来ました。
お店が自負されているのは、お客様の行動や表情に
気を配り、お客様の一歩先回りしたおもてなしを徹底
されている事、だそうです。確かに福島の日本酒にも
劣らず、加賀の日本酒は大変美味しいと思いました
が、
「日本酒好きの福島人」の気質が一瞬で見抜かれ、
仲居皆さんのサービスが全て先回り、ご丁寧に提供さ
れた事は言うまでもございません。
福島の「おもてなし力」には自信がありますが、流
石、大東京でお店を構える名店のおもてなしは侮れな
いと勉強させて頂きました。
ご参加頂きました皆様、御協力頂きました皆様、事
務局皆様に改めて御礼申し上げます。
来年もぜひ東京交歓会でお会いいたしましょう。
ありがとうございました。

ざいましたが、参加したメンバーは一様に「近くを通
り過ぎるばかりだった」
、
「一度来なくてはと思ってい
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❸

委嘱状伝達

私のひとこと

我々の身近には、様々な屋外広告物
（以下「看板」と言う）が設置され、そ
れぞれの形態や取付方法、設置時期に
より状況は異なります。風雨や強い日
差し等の自然環境によって、看板部材
の腐食・ゆるみ・亀裂が発生している場合があります。
これらを放置すると、看板が「おちる」
「たおれる」
「とぶ」様な事故につながり、時には人身事故につなが
り取り返しの付かない状況を招く恐れがあります。近
年では北海道の札幌で起きた、通行中の女性を直撃し
た看板落下事故がその一例です。
現在、看板は屋外広告物に関する法律や条例によ
り、一定規模以上や条件下においては、地方公共団体
への申請や点検報告が義務付けられておりますが、小
規模なものは除かれる為、全体の看板の数からすれ
ば、管理されている看板はほんの一部にすぎません。
更に申請や点検のコストや人員不足を理由に義務を果
たさない所有者等や、地方公共団体のチェック体制の
甘さという現実を見ると、しっかりと管理されている
看板の数は一段と少なくなり、安全を含めて管理が行
き届いている看板は、意外に少ないと言わざるを得ま
せん。
もし、皆さんの管理・所有・占有する看板が落下次
第三者に被害を及ぼした場合、永年積み上げてきた企
業や店舗等の信頼を一瞬で失う事になりかねません。
又、多額の賠償金や風評により、事業継続が脅かされ
るような事態に陥る危険性もあります。これを防ぐ為
にも、看板の定期点検を、国土交通省と社団法人全日
本屋外団体連合会が進めている「屋外広告物点検技能
者」を有する看板業者に依頼し、人間同様看板に関す
るカルテを作成する事をお勧め致します。

●国際ロータリー
第 2530 地区
クラブ奉仕委員会
会員増強・拡大委員
会委員

坪井大雄 会員

●国際ロータリー
第 2530 地区
クラブ財団委員会
補助金委員会委員

右近八郎 会員
お知らせ

6 月 24 日（土）辰巳屋にて、
岡田新也さんと由紀子さんの
結婚式がありました。
最高の笑顔です。
末長くお幸せに・・・
幹 事 報 告

例会変更のお知らせ
●福島東 RC、23 日（金）の例会は、午後 12 時 15 分より桜
の聖母短大にて移動例会となります
●福島西 RC、26 日（月）の例会は、休会となります。
●福島北 RC、27 日（火）の例会は、午後 6 時より精華苑に
て新旧役員歓送迎会となります。
●次週当クラブは午後 6 時より辰巳屋にて夜間例会となり
ます。
その他のお知らせ
●今年度も終盤にきております。各委員長の方々は、年次報
告書原稿の準備をお願い致します。原稿はメール添付に
てお願い致します。

ニコニコBOX報告

〈報告〉氏川守義 小委員長

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

6 月 29 日（木）
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18：30 〜 辰巳屋

今年度 最終例会・夜間例会
古俣 猛 会長スピーチ
管野裕一 幹事スピーチ

本日のニコニコBOX投入額

古俣 猛 会長
いよいよ今年度例会は今日を入れてあと 2 回となりました。
一生懸命に背伸びをしてきた 1 年間でありましたが、皆様のご
協力とご理解により大過なく 1 年間を終えることができまし
た。次週の最終夜間例会も宜しくお願い致します。
右近八郎 会員
先週（公益社団法人）福島県トラック協会の会長に就任しま
した。一応、ご報告します。
加藤義朋 会員
右近八郎会員が公益社団法人福島県トラック協会会長に就
任されました。おめでとうございます。
福島県米山学友会、創立 20 周年記念イベントが今週末（6/24）

❹

佐藤 武彦 会員

31件

¥72,000

累計

¥2,185,200

郡山市立中央公民館で開催されます。
丹治正博 会員
右近八郎会員の福島県トラック協会会長ご就任を心よりお
祝い申し上げます。
───────────────────────────
他クラブ会員より／靏丸直久／茂田士郎／吉田大樹／白岩
康夫／浦部 博／菅野晴隆／八子英器／佐藤良智／信国一朗
／内池 浩／高倉裕行／坪井大雄／八巻恵一／加納武志／幡
研一／相良元章／岡田新也／氏川守義／辺見哲郎／菅沼 裕
／田沼紀美子／佐藤英典／増子 勉／佐藤美奈子／森 洋一
／林 隆壽／安藤健次郎

