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国際ロータリー第 2530 地区

本日のプログラム

会長あいさつ

第 26 回福島 RC・第 29 回福島北 RC
2019-20 年度会長

右近

八郎

合同夜間例会

福島北 RC 創立記念祝賀会（57th）

福 島ロータリークラ ブ会 報

2019-20 RI会長
マーク・ダニエル・マローニー

年度スローガン
「福島ロータリープライド」
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本日は恒例の福島北ロータリークラブと
の合同夜間例会であり、同クラブの創立 57
周年記念例会にもなっています。今回の合
同夜間例会のホストは福島北ロータリーク
ラブにお願いしています。ご多用の中、例
会準備などのご尽力に感謝いたします。
今月はロータリーの特別月間「平和と紛
争予防／紛争解決月間」ですので、日本人の

合 同 例 会 次 第

開会点鐘

福島北 RC 鈴木宏幸 会長

ロータリー・ソング「我らの生業」
ソングリーダー 樋口幸一 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
福島北 RC 鈴木宏幸 会長

会長あいさつ
（ホストクラブ）福島北 RC 鈴木宏幸 会長
福島 RC 右近八郎 会長

紛争に対する姿勢あるいは戦争観という話
題を提供しようと考えていましたが、世間

米山記念奨学金 2 月分給付
ヴォ ティ テュ ハー さん

では新型コロナウイルス肺炎やパンデミッ
ク（感染症の世界的流行）のニュースで持ち

幹事報告

福島 RC 菅沼 裕 幹事
福島北 RC 北川 宏 幹事

切りなので本日もそれに関連する話題を提
供させていただきます。
さて世界の社会的、経済的活動がグロー
バリゼーションと表現されるようになって

委員会報告
閉会点鐘

福島北 RC 鈴木宏幸 会長

久しいですが、これは人・モノ・情報の流
れが国家を超えて世界的規模で行われるこ
とを意味しています。古くは大航海時代に
その萌芽を見ることができますが、本格的
なグローバリゼーションの動きは 20 世紀
末の情報の流れのグローバル化とともに到
来したものです。
今回の新型コロナウイルス肺炎の様相が
これまでと異なるのは、新興国を含めた本
格的なグローバリゼーションの時代に発生
したことであり、初期段階での情報に関す

vol.
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福島ロータリークラブ
Facebook ページ
https://www.facebook.com/
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【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5
福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010
【FAX】024-536-1011
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

る不透明性とそれに起因する飛行機による
人の流れが監視下になかった点が特徴と
なっています。今回の新型肺炎はそれほど
死亡率が高くないということですが、これ
はたまたまそうだっただけであり、本格的

ソングリーダー 樋口幸一 会員（福島北 RC）

なグローバリゼーション時代のパンデミッ
クに対するリスク管理の重要性を示してい
ます。

最後になりますが、実はロータリー活動
というのはグローバリゼーションの一つで

もちろんグローバリゼーションに関する

あり、RI の目的とクラブや会員の主体性に

議論はパンデミックに関するものだけでは

齟齬をきたす危険性を秘めています。昨今

ありません。特に経済活動でのグローバリ

の RI はリソースの獲得と全体目的の遂行を

ゼーションは、全体的な底上げにはなりま

第一優先としており、クラブや会員の職業

すが地域格差や収入格差を内在するもので

における自己研鑽による社会奉仕にはそれ

あり、地域主義（ナショナリズム）との確執

ほど関心がなく、多くのロータリアンの懸

が不可避であり、その歴史的検証が現在進

念となっています。簡単ですが本日の会長

行形の形で行われています。

あいさつとさせていただきます。
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ホストクラブ会長あいさつ

ブとして、日頃より多大なるご支援とご指導を賜ってお
りますことに、改めて、深く感謝申し上げます。ありがと
うございます。
お陰様で、当クラブは現在 54 名の会員が所属してお

福島北 RC

鈴木

宏幸

会長

り、最年長が「小林忠道 会員」で 88 歳、最年少が 40 歳と
いう、その差 48 歳の多世代会員が集い、楽しく元気に活
動しております。

皆様こんばんは。

また、多少強引な意義付けとなりますが、1905 年、今

本年度、福島北ロータリークラブの第 57 代会長を務め

から 115 年前の 2 月 23 日は、ロータリーの創始者「ポー

ております鈴木と申します。通常であれば、右近会長から

ル・ハリス」が最初に会合を持った日であり、
「ロータリー

先にご挨拶頂くところではございますが、本年度は当ク

記念日」に定められております。よって、23 日のロータ

ラブがホストクラブと言うことで、私からご挨拶させて

リー記念日と 27 日の当クラブの創立記念日の丁度真中

頂くことをお許し願いたいと存じます。

の本日 25 日に、スポンサークラブである福島ロータリー

何はさておきまして、私どものスポンサークラブであ

クラブ様のご協力の下、このように盛大に「合同夜間例

ります「福島ロータリークラブ」の皆様方には、当クラブ

会」を開催できますことは、当クラブとしては、この上な

の「創立記念例会」に合同例会として、華を添えて頂きま

い喜びであります。福島ロータリークラブの皆様におか

して、誠にありがとうございます。高い席からではござい

れましては、今後とも当クラブに対しまして、ご支援ご鞭

ますが、衷心より御礼を申し上げます。

撻の程、よろしくお願い申し上げます。

さて、1963 年（昭和 38）2 月 27 日、特別代表「村上正

結びになりますが、福島ロータリークラブ様と福島北

憲 様」の下、福島ロータリークラブ様にスポンサーを務

ロータリークラブがますます発展いたしますこと、合わ

めて頂き、福島北ロータリークラブが誕生しました。初代

せて、両クラブ会員の皆様方のご健勝とご多幸をお祈り

会長に「宮村義一 様」
、副会長に「大木勲 様」
、幹事に「坪

申し上げ、簡単ではございますが、ご挨拶とさせて頂き

井孚夫 様」がそれぞれ就任し、活動がスタートしており

ます。

ます。残念ながら、当時のチャーターメンバーは、ご逝去

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

されておりますが、福島ロータリークラブ様には、親クラ

懇 親 会（創立記念祝賀会）
〈次 第〉
一、開

会

（司会）福島北ロータリークラブ クラブ奉仕委員会 川瀬 成人

一、祝

奏

デュオリサイタル
ソプラノ
二瓶 舞子 様
バリトン
山本 悠尋 様
ピアノ奏者 渡辺 和子 様

一、乾

杯

国際ロータリー第 2530 地区

パストガバナー

阿久津

肇

一、
「手に手つないで」

ソングリーダー

宮崎 泰明

一、中 締 め

パストガバナー

野﨑

「ご 歓 談」
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潔

乾杯のご挨拶

of Acquaintance」とあります。
ロータリー初期の頃は、
「親睦を深める Encouragement
of Fellowship」でありましたが、ロータリアン自身の相互
扶助を批判されて、現在のものに変わりました。

福島 RC

阿久津

肇

パストガバナー

この「知り合い Acquaintance」というのは辞書を見る
と「見知らぬ人、通りすがりの人 Stranger」と「親しい友
人 Friend」の中間ぐらいの意味合いだそうであります。
こ の こ と に つ い て、2003-04 年 度 ジ ョ ナ サ ン・ マ

皆さんこんばんは
殆ど恒例になりました、この福島北ロータリークラブ
と福島ロータリークラブの合同例会開催を、大変喜ばし
く思っております。
また、今日は福島北ロータリークラブの創立記念例会
ということですので、皆様と共にお祝い申し上げます。
福島ロータリークラブは地区内 10 クラブの創立にス
ポンサークラブとして携わっていますが、福島北ロータ
リークラブは飯坂ロータリークラブ、二本松ロータリー
クラブに次いで、3 番目のクラブであります。
さて、ロータリーの目的、以前は「綱領」と言っていま
したが、その第 1 番目に「知り合いを広める Development

ジィアベ RI 会長（アフリカから初めての RI 会長で、ナ
イ ジ ェ リ ア 出 身 ）は、
「 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ の 会 員 は、
Acquaintance に止まらずもっと掘り下げて、より親しい
Friend であるべきと強調され、Rotary Family を提唱され
ました。
「知り合い」で構成されるクラブでなく、こころを許し合
える「友人」で構成されるクラブであれば、会員の維持、退
会防止などは解決可能であろうと、話されました。こうし
た言葉を思い浮かべながら、乾杯に移りたいと思います。
福島北ロータリークラブ、福島ロータリークラブの発
展とご参会の皆様のご健勝を祈念して乾杯いたします。
ご唱和下さい。乾杯 !!
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例 会 ス ケ ジ ュ ー ル

私 の ひ と こ と

3 月 5 日（木） 12：30 〜 クーラクー リアンテ サンパレス

～ 3か月が過ぎて〜

RAC 年間活動報告
米山記念奨学生卒業スピーチ

歴史と伝統のある福島 RC への
入会が認められて 3 か月が過ぎま 田畑建一 会員
した。多くの先輩方、また様々な分
野の第一線で活躍されている方々と席を同じくし
活動できますことを大変幸せに感じております。
建築設計という私の職業が RC の原則である世
界における親善と平和の確立にかなうものなのか
改めて考えなおすことができた 3 か月であったと
言えます。今後は一人でも多くの皆様方に名前と
顔を覚えていただきたいと考えておりますが、年
度末ということもあり、なかなか行事等に参加で
きないことが現在抱える悩みでもあります。
ただ、様々な事情の中で時間の調整を行い、積
極的に参加する、参加できるという能力こそ「真の
ロータリアン」である証でなかろうかと最近薄々
感じ始めた所です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ニ コ ニ コ B O X 報 告

本日は福島北ロータリークラブとの合同夜間例会であり、

■「友」3 月号紹介

3 月 12 日（木）
3/13（金）の県北第一分区 IM に振替変更
＊ 3/13（金）の県北第一分区 IM が中止となったため、
3/5（木）の理事会にて改めてスケジュールが決定されます。

3 月 19 日（木） 祝日の週の為休会
3 月 26 日（木） 18：00 〜 エルティ
【夜間例会】福島 RC 創立 69 周年記念夜間例会
阿久津 PG 記念講演

本日のニコニコBOX投入額

右近 八郎 会長

15件

¥34,000

累計

¥1,806,000

染例は確認されておりません。これは中国に 2 週間滞在して
いた中国人を含む外国人旅行者への観光ビザ発給を一時的に

57 周年記念例会とのことでおめでとうございます。

停止するなど、厳しい措置が功を奏したためと言えるでしょ

菅沼 裕 幹事

う。日本政府も見習うべきと思います。

福島北 RC の皆様、本日はお世話になります。

───────────────────────────

よろしくお願い致します。

クラブ会員より

白岩 康夫 会員
ベトナムにおける新型コロナウィルス感染者は 2/24 現在
16 名でうち 15 名は治癒しています。2/14 以降、新規の感
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■ 3 月誕生祝い
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佐藤朋幸／田沼紀美子／江波恒夫／熊谷 謙／丹治正博／
八巻恵一／佐藤美奈子／荻野誠也／内池 浩／五阿弥宏安
／小林仁一／佐藤 徹

