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【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

http://www.f-rotary.com/

本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナースピーチ

RI 第 2530 地区

ガバナー

石黒

秀司

様

会 長 あ い さ つ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

本日は国際ロータリー第 2530 地区の石
黒秀司ガバナーをお迎えしての例会です。
さきほど午前 9 時半より会長・幹事との
面談、午前 10 時半からはクラブ協議会を
開催して、クラブ全般の概要と課題などを話し合う機会を
得ることができました。石黒ガバナーには本日、公式訪問
スピーチをお願いいたします。
先週の第一回例会のあと、今年度最初の理事会が開催さ
れました。名誉会員について、内堀知事、木幡市長、金子
福島日産会長の三人のほか、新たに八子英器会員が推戴さ
れ、承認されました。また、新会員として 5 人が推薦され、
承認されました。期首の会員数は 90 名でしたので、退会者
を引くと 94 名となります。さらなる増強に向けて皆様の
ご協力をお願い致します。
さて、私がロータリーに入ったのは 6 年前ですが、その
時にロータリーの「奉仕の理念」という言葉を聞いて、ま
ず思い出したのが「雪とパイナップル」という話です。本
日はその話を少し披露させていただきます。
私の長年の知人である医師の鎌田實さんは世界各国の
難民キャンプなどで医療支援活動を行っていますが、この
話は国際医療支援のために訪れた旧ソ連のベラルーシ共
和国でのことです。チェルノブイリ原発事故で被曝し、白
血病となった少年を助けるため、日本人医師団とベラルー
シの医師団による骨髄移植が行われました。少年は手術
後、高熱と口内炎のため、食事がまったく取れず、苦しん
でいました。母親もどうすればいいか分からず、悩んでい
た時、
「どんなものなら、食べることができるの ?」と看護
指導で同行していた日本人の若い看護師が、少年に何度も
尋ねたそうです。
「パイナップル」
。少年は、一度だけ食べ
たことがあるパイナップルの名を小声で言いました。

看護師は雪の町に飛び出し、パイナップルを求めて店
を訪ね歩きます。気温が零下 20 度まで下がる真冬のベラ
ルーシに、パイナップルなどあるはずもありません。で
も、若い看護師は次の日も、その次の日も訪ね歩きました。
パイナップルを探し求める日本人の看護師のことが町
中の噂になります。ある日、パイナップルの缶詰を持って
いる人が話を聞きつけ、病院に届けてくれました。夢にま
で見たパイナップルを食べた少年は、食事も取れるよう
になり、白血球の数も回復してきました。
しかし、その後再発を繰り返し、2 年後に 14 歳の短い生
涯を終えました。
鎌田さんたちがこの時実施した 9 件の骨髄移植で、唯
一、命を救えなかったケースだったそうです。
その後、母親を励まそうとベラルーシを再訪した鎌田さ
んに、母親はこう答えました。
「缶詰を開けた時、パイナッ
プルが育つ南の国の太陽が見えたような気がしました」
「日本の医師はもちろんですが、零下 20 度の雪の町でパイ
ナップルを捜し歩いてくれた女性のことを、私たち家族は
一生忘れません」
実は、鎌田さんは治療に夢中で、パイナップルの話を覚
えていなかったそうです。でも、少年の心を支え、母親の
悲しみを和らげたのは、最先端の医療ではなく、看護師の
優しい心遣いだったのです。鎌田さんは「言葉や歴史や文
化や宗教が違っても、人間は理解しあえると、雪のなかの
パイナップルから教えられました」と話してくれました。
目の前の患者を助けたいという気持ちは医師も看護師
も同じです。この若い看護師は少年の気持ちに寄り添い、
自分ができる最善の努力を尽くしたのです。誰にもできる
こととは思いませんが、
「ほかの人のために」そして「みん
なのために」という気持ちを常に心のどこかに持っておく
ことの大事さを教えられました。思いやりこそ
「奉仕の心」
の原点だと痛感した次第です。
本日は石黒ガバナー、よろしくお願い致します。

例 会 次 第
開会点鐘

五阿弥 宏安 会長

ロータリーソング
「福島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー 渡邊 又夫 会員

「四つのテスト」唱和

渡辺 健寿 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

会長あいさつ

五阿弥 宏安 会長

食事
幹事報告

佐藤 美奈子 幹事

各委員会報告
■例会小委員会

金子 與志人 委員

■本日のプログラム

地区委員会委員任命状交付

ガバナースピーチ

メンター委嘱状交付

RI 第 2530 地区

加藤義朋会員より地区米山学友会へタスキ贈呈

閉会点鐘

ガバナー

石黒 秀司 様

五阿弥 宏安 会長
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Grow Rotary

本日のプログラム

ガバナースピーチ
RI 第 2530 地区

ガバナー

石黒

秀司

様

2020-21 年度 ロータリーが目指す姿
■ こんな問いかけから始まった !!
・有機的かつ持続可能が形で、いかにロータリーを成
長させることができるのか？
・いかに現会員を維持し、クラブに相応しい新会員を
募れるか？
・立ちはだかる課題に立ち向かうため、いかに組織を
強くできるか？
・立ちはだかる問題は、何？
・５年後のクラブの姿をどうイメージし、実際に行動
していくのか？
・高齢化によるロータリーの衰退や老齢化。
・会員減少世界、組織の硬直化（老齢化）
■ 太陽が出ているうちに屋根を修理しなければならない
・ポリオ根絶の取り組みによってロータリーへの認識
が高まっているこの時が絶好の機会
・ブランディングが確立されつつある今が、最大の
チャンス！
■ 四つのテスト
・
「四つのテスト」は客観的に物事を決める上で助けに
なる。その要は内省。
・
「四つのテスト」のお蔭で、私たちは、こう自問
・
「自分は正直か」
「自分のしていることは正しいか」
…これは大切なこと。
では、正直ならば、将来考えた時に、待ち受ける課題に取
り組むためにロータリーは十分に手を尽くしていると言
えるのか？
ロータリーは変わらないといけない！…果敢なる挑戦も
しないといけないと考える。
立ちはだかる問題に立ち向かうためには、大きな変革が
必要だと強く感じた。
■ 2020-21 年 ロータリーが目指す姿
RI テーマ：ロータリーは機会の扉を開く
RI 会長メッセージ：ロータリアンがリーダーシップを
強化する機会をつくり、奉仕の理念を行動へと移し、支
援を必要とする人びとの生活を向上する活動を行うよ
う ロータリアンを喚起し、会員自身や受益者の人生を
より豊かにするための道を開く。
ロータリアンの成長！
奉仕の理念を行動へと移し、支援を必要とする人び
との生活を向上する活動を行うようロータリアンを
喚起し、会員自身や受益者の人生をより豊かにする
ための道を開く。
奉仕の実践！ロ―タリアンの喚起！
会員自身や受益者の人生をより豊かにするための道
を開く。ロ―タリアンの人生を豊かに！ 人々の人生
を豊かに！
Grow Rotarian
世界を変える行動人 社会の発展／世界平和
・会員一人一人の向上をどこに求めるか
・
「規則的例会出席の原則」
・
「発想の交換機能」の基本に。
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■ 規則的例会出席の原則
・自己研鑽の自覚をもって、例会はじめ、あらゆる会
合に参加すること（忙しければ忙しいほど、例会に
出よ）
・自分を磨くためにロータリーの会合に参加する。
・お互いに心と心を通わせて、自分の心の中に他の
ロータリアンの良質な状態というものを映し植え
て、そこから何らかのものを学んで立ち去る。
（絶え
ず、自分というものの内容がドンドン高まっていく。
そのエネルギーを与えるのが、他のロータリアン）
・
「心を求めて例会に至り、境地を得て例会を去る」
他のロータリアンとお付き合いをすることによっ
て、自分が育てられて行く。
■ 発想の交換機能
・例会の重要性を強く認識して、自己研鑽・切磋琢磨
による企業経営上のアイディアの交換、奉仕の発想
の交換をした。
・常に倫理を提唱し、共存共栄の道を模索した。
入りたいロータリーへの模索を真剣に !!
クラブでしっかり議論して方向性を定め、魅力ある
クラブの道を邁進して !!
・地区目標の一番目「例会最重点主義」～うちなる会
員基盤・クラブ基盤向上に
■ ロータリーは人材の宝庫だ !!
あんな方と発想の交換ができたら…
尊敬するあの方も会員だ…
これは大きな売りなのでは ??
■ あの方もロータリアンだった !!
ジョン・F・ケネディ
トーマス・エジソン
カーネル・サンダース etc
■ 正に人材の宝庫 !!
こんな有名人と意見交換できたら…
ロータリーもどんなにか面白いのでは !!
財界で活躍の会員も多い。クラブで固まらずに
心開いて、どんどん交流を !!
そして、私は、米山病 !!（大好き米山 !!）
■ Participate and Enjoy Rotary
しっかり楽しんで参りましょう！
■ ロータリアンの誇りを胸に！
・いつもこのバッチをつけて、ロータリアンらしい行
動に努めませんか？
・言行一致の誇りある行動！
ロータリーバッジに恥じない態度、発言、行動を！
そして、お一人お一人が、クラブに相応しい新会員の
ご紹介を。ロータリーカードをお作り下さい !!
■ 時間は私たちの為にスローダウンしてくれない
この一年、よろしくお願いいたします。

地区大会の延期のお知らせ

2020 年 10 月 24 日（土）
・25 日（日）
↓
2021 年 4 月 3 日（土）
・4 日（日）

会長・幹事会（例会前に開催）

米 山 学 友 会 タ ス キ 贈 呈

●米山記念奨学会委員会
副委員長

加藤 義朋 会員

クラブの方針・目標などを話し合い、地区目標などと
のすり合わせを行いました。
■時間：9：30 ～ 10：20
■会場：4F「ペッシュ」

地 区 委 員 会 委 員 任 命 状 交 付

司会／佐藤美奈子 幹事
１ . 会長歓迎挨拶
福島ロータリークラブ

五阿弥宏安 会長

２ . ガバナー挨拶
RI 第 2530 地区

ガバナー

石黒秀司 様

３ . 懇談
●諮問委員会 諮問委員
パストガバナー

●危機管理委員会 委員

●公共イメージ・IT委員会 委員長
危機管理委員会 委員

●地区研修委員会 委員

阿久津 肇 会員

相良 元章 会員

渡辺 健寿 会員

古俣 猛 会員

クラブ協議会（例会前に開催）
■時間：10：30 ～ 12：10

■会場：4F「リエーブル」
司会／佐藤美奈子 幹事

（１）会長挨拶

福島ロータリークラブ

五阿弥宏安 会長

（２）来訪者紹介
RI 第 2530 地区 ガバナー
●会員増強・拡大・ロータリー情報委員会
ロータリー情報委員会 委員

管野 裕一 会員

●ロータリー財団委員会
補助金委員会 委員

菅沼 裕 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

石黒秀司 様（郡山 RC）

県北第一分区 ガバナー補佐

葊澤俊樹 様（福島南 RC）

RI 第 2530 地区資金委員会 委員長 福島佳之様（郡山 RC）
県北第一分区 幹事

林 克重 様（福島南 RC）

県北第一分区 幹事

赤間浩一 様（福島南 RC）

（３）ガバナー挨拶
RI 第 2530 地区 ガバナー

石黒秀司 様

（４）ガバナー補佐挨拶
県北第一分区 ガバナー補佐

葊澤俊樹 様

（５）進行
● RI 第 2530 地区 県北第一分区
ガバナー補佐

● RI 第 2530 地区
ガバナー
いしぐろ

石黒

ひ で じ

秀司 様

（郡山 RC）

● RI 第 2530 地区
地区資金委員会
ふくしま

よしゆき

委員長

福島 佳之 様

（郡山 RC）

ひろさわ

葊澤

と し き

俊樹 様

五阿弥宏安 会長

（６）各委員会より活動計画の発表・報告
（７）ガバナー講評・質疑応答・助言
（８）閉会の挨拶及び謝辞

石黒秀司 様
坪井大雄 会長エレクト

（福島南 RC）

● RI 第 2530 地区 県北第一分区
幹事
はやし

かつしげ

林

克重 様（福島南RC）

あ か ま

こういち

赤間 浩一 様（福島南RC）

福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/
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メ ン タ ー 委 嘱 状 交 付

私のひとこと

COVID-19 感染症流行に思う

丹羽

真一 会員

今回の COVID-19 感染症流行ではいろいろ考えさ
せられました。
「不要不急」を避けたら日常の活動の
大半がなくなり経済は大幅ダウンとなったことか
ら、経済には不要なことが沢山必要なのだと感じま
した。
また、原発事故のあとから「正しく知って、正しく
恐れる」と強調され、今回もそう言われました。しか
し「自粛警察」が現れたり、医療関係者の子供はこど
も園に来ないでくれと言われたり、まるで関東大震
災の後の自警団のような話がおきて、正しく恐れる
のは難しいものと感じました。
社会にはいろんな無駄が必要と考えること、恐怖
が理性を麻痺させないようにすることが学ぶべき教
訓だと思います。

幹 事 報 告

お知らせ

■今年度上期会費納入のご案内を差し上げてお
ります。ご確認の上、早めの納入をお願い致し
ます。
■ 7/11(土)ユラックス熱海にて地区クラブ研修リー
ダーセミナーが開催されます。当クラブからは佐
藤英典会員、古俣猛会員が出席いたします。
■ 7 月ロータリーレートは 1 ドル 107 円となりま
すのでお知らせ致します。

ニコニコBOX報告

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2020-21

●二階堂宏樹会員メンター

●橋川量万会員メンター

●岡田敏明会員メンター

渡辺 健寿 会員

古俣

猛 会員

丹治 正博 会員

大沼 健次 会員

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
7月23日
（木） 祝日の週の為休会
7月30日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【通常例会】

五阿弥宏安 会長スピーチ 佐藤美奈子 幹事スピーチ

クラブ協議会

■「友」7 月号紹介

8月  6日
（木） 18：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【納涼夜間例会】

8月13日
（木） 祝日の週の為休会

本日の投入額 40件 ¥95,000

五阿弥 宏安 会長
石黒ガバナーの公式訪問、誠にありがとうございます。魅
力ある例会を目指して努力して参ります。
佐藤 美奈子 幹事
石黒ガバナー、葊澤県北第一分区ガバナー補佐、福島地区
資金委員長並びに分区幹事の来訪を心より歓迎申し上げま
す。ガバナースピーチ楽しみにしております。
阿久津 肇 PG
石黒ガバナー公式訪問ご苦労様です。長丁場ですので、く
れぐれも健康に留意され、恙なく完了されることを祈念いた
します。
伊藤 雄治 会員
災害といった辛いニュースの中で、17 歳の藤井棋士の活
躍が明るい話題を提供してくれています。本日のタイトル
戦の結果に関わらず若者の活躍に期待したいです。
古俣 猛 会員
石黒ガバナー、葊澤ガバナー補佐、一年間どうぞ宜しくお
願い致します。
渡辺 健寿 会員
石黒ガバナー、葊澤ガバナー補佐はじめ皆様のご来訪、心
より歓迎申し上げます。ガバナースピーチを心して拝聴さ
せていただきます。
紺野 晴郎 会員
石黒ガバナーの来訪を歓迎いたします。ガバナーのお話
をお聞きして、JC 時代のバイタリティーが蘇ってきました。
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●伊藤雄治会員メンター

累計

¥255,000

［報告］ 金子與志人 委員

会員の皆様方には上期会費の早期納入をよろしくお願いい
たします。
加藤 義朋 会員
石黒ガバナー公式訪問を歓迎し、当地 64 全クラブ、米山
世話クラブの達成を祝して RI 第 2530 地区米山学友会タスキ
を 64 本贈呈させていただきます。
後藤 忠久 会員
今週、福島第一小学校の今年度 1 回目の評議員会があり、
授業参観をしました。子供たちも大分普通の状態に戻って
おりました。このまま穏やかな日々が続く事を祈っており
ます。
茂田 士郎 会員
2020-21 年度の会長五阿弥さん、幹事の佐藤美奈子さんに
は 1 年間お世話になります。特に福島ロータリーでは 70 周
年記念の行事もありますのでお疲れ様です。宜しくお願い
申し上げます。
小野 悦也 会員
コロナ、大雨、地震など複合リスクに対し、備えが必要です。
──────────────────────────
クラブ会員より 岡田新也／佐々木高敏／白岩康夫／山貫
昭子／望月大輔／菅野 晋／後藤浩之／坪井大雄／内池 浩／
吉田大樹／佐藤良智／安藤健次郎／相良元章／田沼紀美子／
菅沼 裕／丹治正博／熊谷謙／反後太郎／渡辺泰子／後藤洋
伸／管野裕一／大沼健次／森岡幸江／佐藤英典／中川宏生

