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福島ロータリークラブ会報
2020-21 RI会長
ホルガー・クナーク

【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

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

本 日 の プ ロ グ ラ ム
国際ロータリー第 2530 地区

ガバナー補佐スピーチ

葊澤

会 長 あ い さ つ
2020-21 年度会長

五阿弥

県北第一分区ガバナー補佐

宏安

本日は県北第一分区の葊澤俊樹・ガバ
ナー補佐と、林克重分区幹事、赤間浩一
分区幹事にご来訪いただきました。誠に
ありがとうございます。
さて、ロータリーが誕生したのは 1905 年のシカゴでし
た。当時のシカゴは弱肉強食の世界で商道徳は荒廃して
いました。青年弁護士のポール・ハリスはそんな大都市
になじめず、友人 3 人と語らい、互いに信頼できる仲間を
増やそうと作ったのがロータリークラブです。
ハリスは後年、
「なぜロータリーを作ったのですか ?」と
の質問に、
「寂しかったから」と答えたそうです。私はロー
タリーの歴史を読んだとき、その後のロータリーの輝か
しい歴史よりも、最初に仲間 3 人と集まった時のハリス
の孤独な心情が一番心に残りました。
幸福の一番の敵は「孤独」です。孤独な人は死亡リスク
が 2 割から 3 割も高まるそうです。英国では 2 年前、当時
のメイ首相が「孤独は現代の公衆衛生上、最も大きな課題
の一つ」として、世界初の「孤独担当大臣」を任命しまし
た。高齢化が世界一進んでいる日本にとっても孤独の問
題は深刻といえます。友達を持つことは社会とのつなが
りを持つことです。しかし、日本の場合、特に男性は「友
人がいない」という人も結構います。
「人間の幸福とは何か」
。昔は哲学のテーマでしたが、現
代では心理学の重要テーマで、幸福の条件もわかってき
ました。
一つ目が「自己実現」です。夢や目標を叶えた人は幸せ
を感じますが、まだ叶っていなくても夢や目標を持って
努力している人も同様だそうです。
二つ目は「感謝の心」です。どんな時にも「ありがとう」
という気持ちを持つ人は幸せを感じる傾向が強いそうで
す。心から「ありがとう」と思うと、優しい気持ちになり
ます。この時、オキシトシンとセロトニンという「愛情ホ
ルモン」が出ます。社会に貢献したいという利他心が強ま
り、より幸福感は増すそうです。
三つめが「楽観的」なことです。コップの水をみて、
「も
う半分しかない」と思う人もいれば、
「まだ半分も残って
いる」と思う人もいます。楽観的で前向きな人、細かい事
をあまり気にしない人は、より幸せを感じる割合が高い
そうです。いつも不機嫌そうな人がいますが、とても損な
人生だと思います。不機嫌な人が一人いるだけで周りも
雰囲気が悪くなります。いつも上機嫌でいるのが一番で

俊樹

様

すが、なかなかそうもいきません。そういう時には無理や
り笑顔になることをお勧めします。笑顔を作るだけで幸
せな気持ちが高まります。下ではなく、上を向いて大股で
歩いても同様の結果が得られるそうです。
孤独なハリス青年が友人と作ったロータリーは今、世
界 200 以上の国と地域に広がり、会員数は 120 万人に達し
ています。
自己実現や感謝の心はロータリー活動そのものです。
より幸せになるためにも、例会で多様な方々と親睦を深
め、社会貢献活動にも取り組んでいただければと願って
います。

例 会 次 第
開会点鐘

五阿弥宏安 会長

ロータリーソング「我らの生業」
菅野 晋 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐
葊澤俊樹 様（福島南 RC）
RI 第 2530 地区県北第一分区幹事
林 克重 様（福島南 RC）
RI 第 2530 地区県北第一分区幹事
赤間浩一 様（福島南 RC）

会長あいさつ

五阿弥宏安 会長

幹事報告

佐藤美奈子 幹事

各委員会報告
■公共イメージ委員会
＊ ｢友｣ 9 月号紹介
猪島光典 委員
■ 70周年実行委員会 渡辺健寿 実行委員長
■例会小委員会

丹治正博 委員長

■本日のプログラム
閉会点鐘

五阿弥宏安 会長

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
9月24日
（木） 祝日の週の為休会
10月1日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
RI 第 2530 地区 県北第一分区
ガバナー補佐 葊澤 俊樹 様

クラブ訪問

■ 10 月誕生祝い
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本日のプログラム

ロータリーの世界

ガバナー補佐スピーチ
国際ロータリー第 2530 地区
県北第一分区ガバナー補佐

私の所属するロータリー

葊澤 俊樹 様

世界で約１２０万人・３５，０００以上のクラブ
私の所属する地区
世界で５００以上
私の所属するゾーン
世界で３４ゾーン
国際ロータリー

③

日本のロータリー分布図

ロータリーは世界で、地域社会で、そして自分自身の中
で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り
合って行動する世界を目指しています。そして継続的に
良い社会を作る為に、平和な世界を目指しています。
ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーの
ネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励
し、世界理解、親善、平和を推進することです。

④

国際ロータリー第２５３０地区福島県

ロータリーの中核的価値観
「四つのテスト」
「ロータリーの目的」
「５大奉仕部門」

県北第１分区
7-366名

県北第２分区
8-252名
相双分区
6-214名

中央分区
10-474名

⇩
親
睦(Fellowship)
高 潔 性(Integrity)
多 様 性(Diversity)
奉
仕(Service)
リーダーシップ(Leadership)

県中分区
6-150名

会津分区
10-322名

My ROTARY
2020年2月5日現在

過去を敬い、未来を見据えながら

①

ロータリーの６つの重点分野

県南分区
8-241名

いわき分区
10-328名

第２５３０地区
8分区-65-2,347名

⑤

国際ロータリー第２５３０地区福島県
県北第１分区
7-349名(-17)

県北第２分区
8-239名(-13)
相双分区
6-198名(-16)

中央分区
10-447名(-27)
平和の推進

疾病との闘い

⽔と衛⽣

県中分区
6-143名(-7)

会津分区
10-304名(-18)

⺟⼦の健康

教育の⽀援

My ROTARY
2020年7月1日現在

地域経済の発展

②
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県南分区
8-231名(-10)

第２５３０地区
8分区-64(-1)-2,207名(-140)

いわき分区9296名(-32)

⑥

福島ロータリークラブ 70 周年記念事業報告

国際ロータリー第２５３０地区福島県

信夫山「おみさか花広場」へモニワザクラ寄贈

会員傾向

福島ロータリークラブは 9 月 10 日、創立 70 周年記念事
業の一環として、ふくしま未来研究会と NPO 法人スト
リートふくしまにモニワザクラの苗木 5 本を寄贈しまし
た。目録贈呈式は信夫山ガイドセンターで行われ、五阿

2016-17
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2018-19

2019-20

2020-21

356

362

358

355

349

7月1日

⑦

国際ロータリー第２５３０地区福島県

弥会長は「創立 70 周年にあたり、福島ゆかりのモニワザ
クラを福島のシンボルである信夫山に寄贈できますこと
を光栄に存じます」と挨拶。佐藤勝三代表理事は「ロータ
リーの皆様方のお力添えを頂きながら信夫山を整備して
いきたい」と謝辞を述べられました。
その後、ストリートふくしまの水口和栄理事長から植
林予定の「おみさか花広場」を中心とした信夫山の整備計
画について説明がありました。植樹は 11 月初旬、同広場
は来年 3 月下旬にオープンの予定。
当日は、渡辺健寿創立 70 周年実行委員会委員長、内池
浩記念事業部会長、丹治正博記念誌部会長、佐藤美奈子幹
事、金子與志人副幹事、佐藤良智副幹事が参加しました。

男 女 比 の傾 向

⑧

国際ロータリー第２５３０地区福島県
年 齢 の傾 向

2016-17
29 歳以下
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0
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0

2020-21

0

0
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0
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60-69
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0
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70 歳以上
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0

0
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未報告

〈モニワザクラ
（茂庭桜）
：バラ科〉

佐藤勝三代表理事へ目録贈呈

⑨

ロ ー タ リー テ ー マ
「 ロ ータリーは 世 界 をつ な ぐ」

Rotary Connects the World
ロータリーの奉仕を通じて、有能で 思慮深く、
寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすた
めのつながりを築いてまいりましょう。

■「モニワザクラ」と福島クラブ
国際ロータリーが創立 100 周年を迎えた平成 17 年（2005
年）
、福島ロータリークラブでは当時の渡邊又夫会長年度
に「環境に配慮した植樹事業」を立案し、茂庭地区固有の
桜として知られるソメイヨシノとチョウジザクラの自然
交雑種である「モニワザクラ」を 100 周年にちなみ 100 本
植樹して市民の憩いの場とする事業をスタートさせまし
た。その後、福島市河川課、茂庭地区町内会、育苗・施工
にあたられた福島天香園、後藤造園土木など多くの方々
のご協力のもと、佐藤順一会長年度にすべての植樹が完
了し、平成 20 年 5 月 8 日に植樹祭の神事、植樹例会が盛大
に開催されました。

ロータリーのテーマ
2019-20年度

福島市飯坂町茂庭で発見されたサクラ
です。花は一重咲で白または淡紅色、咲
き進むにつれて花の真ん中が赤味を帯
びてきます。

2020-21年度

「 ロ ータリーは 機 会 の扉 を開 く」

Rotary opens opportunities
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てい
ます。

⑩

福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/
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福島ロータリークラブ 70 周年記念事業

幹 事 報 告
例会変更のお知らせ

■福島市内、例会変更はございません。

その他のお知らせ

10 月 18 日（日）
、ウェディ
ング・エルティにて国際ロー
タリーポリオ根絶大使の
ジュディ・オング氏の講演
会が行われます。
多くの会員の皆様のご参
加をお願い致します。

10 月 11 日（日）
、猪苗代町
昭和の森にて「第 3 回ふくし
ま植樹祭」開催にあわせて
モニワザクラの苗木 70 本を
寄贈し、植樹いたします。
是非会員の皆様のご参加
をお願い致します。

ロータリーの友
公共イメージ委員会

■本日午前中、信夫山ガイドセンターにて、70 周年記念
植樹事業のひとつでありますモニワザクラの贈呈式を
行いました。新しくできる信夫山おみさか花広場へモ
ニワザクラ 5 本を贈呈しましたのでご報告致します。
五阿弥宏安会長、渡辺健寿 70 周年実行委員長、内池浩
記念事業部会部会長、丹治正博記念誌部会部会長、佐
藤美奈子幹事、金子與志人副幹事、佐藤良智副幹事が
出席されました。また、9/17（木）午前 11 時 10 分より
70 周年教育支援事業として福島市内小中学生へ運動
用具を寄贈します。代表の福島第一中学校様へ、卓球
台等の贈呈を予定しております。午後 2 時 10 分から
は福島県森林林業緑化協会様にて、70 周年記念植樹
事業として 10/11（日）開催のふくしま植樹祭へ 70 本
のモニワザクラ目録贈呈を行います。当クラブより
五阿弥宏安会長、渡辺健寿 70 周年実行委員長、内池
浩記念事業部会部会長、相良元章実行幹事、佐藤美奈
子幹事、佐藤良智副幹事、吉田大樹副幹事が出席され
ます。
■本日ポストに、10/11（日）開催ふくしま植樹祭、10/18
（日）開催ジュディ・オング氏講演会のチラシを配布
させていただきました。ご案内は FAX にてお知らせ
しております。皆様のご参加をよろしくお願いいた
します。
■ 9 月ロータリーレートは、1 ドル 106 円となりますの
でお知らせ致します。

9 月号のご紹介
猪島光典 委員

私のひとこと
三浦 康伸 会員

暑い日が続いている。去年はお盆に
入った途端気温がガクッと下がって寒い
位の毎日だったが、今年は9月に入っても30度超えの日々
が続く。
おかげさまで（個人的な事ではあるが）カブトムシの繁
殖が順調である。採卵も無事に終了し、来年に向けては十
分な数を確保できる見込みだ。コロナの影響で里親募集
には至らないかもしれないが、地域の子供達の喜ぶ顔の
為に手間暇をかける事ができるという事は喜ぶべき事な
のだと思う。豊かに生きる為のゆとりを創り出していく
事もロータリアンとしての責務なのかもしれないと思う
今日この頃でした。

●心は共に 東日本大震災 希望を次の世代へ 〜ロータリー
希望の風奨学金〜
P24〜27
（横書き）
「ロータリー希望の風奨学金」は、東日本大震災で両親
もしくは片親を亡くした被災遺児の大学（短期大学を含
む）
、専門学校に学ぶ者に対し、給付型の奨学金です。
奨学生の実態、奨学金の実績、奨学生たちの声、今後の
活動について報告されています。

ニコニコBOX報告

本日の投入額 28件 ¥59,000

葊澤 俊樹 県北第一分区ガバナー補佐
本日はお世話になります。
林 克重 県北第一分区分区幹事
本日もお世話になります。ありがとうございます。
赤間 浩一 県北第一分区分区幹事
本日はお世話になります。宜しくお願い致します。
五阿弥 宏安 会長
廣澤ガバナー補佐のスピーチを楽しみにしています。
ご来訪ありがとうございます。
佐藤 美奈子 幹事
葊澤ガバナー補佐のご来訪心より感謝申し上げます。
本日はモニワザクラの贈呈式が信夫山ガイドセンターで行
われました。
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累計

¥839,000

［報告］ 丹治 正博 委員長

内池 浩 会員
本日、70 周年事業のモニワザクラ植樹事業の一環として、
信夫山御神坂（おみさか）公園に苗木を寄贈しました。
加藤 義朋 会員
葊澤ガバナー補佐ご一同の訪問を歓迎します。
半沢 治久 会員
もうじき梨の美味しい季節、今年もたくさん食べます。
──────────────────────────
クラブ会員より 安藤健次郎／伊藤雄治／植田リサ／小野
悦也／小原 敏／加納武志／菅野晴隆／後藤浩之／小林仁一
／佐藤英典／佐藤良智／清水太郎／白岩康夫／田沼紀美子
／反後太郎／丹治正博／中川俊哉／村上守人／山貫昭子／
吉田大樹

