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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ
東京海上日動火災保険㈱ 福島自動車営業部長
ロータリー財団月間にちなんで
ロータリー財団委員会
会 長 あ い さ つ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

最初に御礼から始めたいと思います。
本日は小林仁一会員より小林グループが
創業 100 周年を迎えたとのことでロータ
リー財団に 50 万円、米山記念奨学会に 50
万円の計 100 万円を寄付していただきました。誠にありが
とうございます。さらなるご発展を祈念申し上げます。
また、先月 25 日には猪苗代湖の水草回収のボランティ
アを行ってきました。ご参加いただいた会員の皆さん、本
当にありがとうございました。
さて、先月行われた創立 70 周年記念事業のジュディ・
オングさんの講演会は記念事業を締めくくるにふさわし
いイベントとなりました。実行委員会はじめとしたクラ
ブ一丸となってのご協力の賜物と深く感謝申し上げます。
ジュディさんの講演テーマは
「輝いて生きる」
でしたが、
強調されていたのは
「好奇心」
を持つことの大切さでした。
講演を聞きながら思い出したのが 2 年前にお会いした若
宮正子さんという女性のことです。
若宮さんは現在 85 歳。世界最高齢のアプリ開発者です。
高校を卒業して銀行に勤めますが、定年をきっかけにパ
ソコンを学び始めます。90 代の母親の介護があり、退職
したら人と話す機会も少なくなるので、パソコンを通じ
て人とつながりたいと思ったそうです。その後、シニア世
代のサイト創設に参加したり、計算ソフトのエクセルの
マス目を使ってデザインを描いたりしていました。その
うち、高齢者が使えるゲームアプリがないことに気付き、
IT 会社の人に「シニアが楽しめるアプリがない」とこぼ
すと、
「自分で作ってみたら」といわれ、
「それもそうね」
と 81 歳の時、プログラミングを学び始めます。そして半
年後に「ヒナダン」と名付けた、ひな人形を飾り付けるゲ
ームアプリを開発しました。それが話題となり、アップル
本社から招かれ、ティム・クック CEO と対談したり、国
連本部では慣れない英語で演説したりと一躍時の人とな
ったのです。
還暦を過ぎてから新しいことに挑戦し、さらに傘寿を
過ぎてからプログラミングを学び、アプリを開発する。若
宮さんに「よくそんなことができましたね」とお聞きした
ところ、こんな返事が返ってきました。
「人生には『もう遅い』ということはありません。何事

岡田 敏明
菅沼 裕

会員

委員長

でもやらないよりやった方がいい。年をとると『何かを失
った』と思いがちだけど、その分何かをゲットすればいい
んです。必要なのは好奇心を持つこと。大丈夫、
、好奇心
は年を取りませんから」
若宮さんは 40 年以上前から毎年一度は海外に一人旅に
出かけているそうです。
「怖くないですか ?」と尋ねると、
「全くありません。知らない土地での出会いは本当に楽し
いものです」と話し、
「あしたは、今日とは違う新しいや
りたいことが生まれるかもしれない。そう思うと、毎朝起
きるのが楽しみです」と笑顔で答えられました。
ジュディ・オングさんも「好奇心」の大切さを強調なさ
っていましたが、私たちもコロナ禍のステイホームの中、
何か新しいことに挑戦してみたいものです。

例 会 次 第
開会点鐘

五阿弥宏安 会長

国歌斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」
菅野 晋 会員

｢四つのテスト｣ 唱和

草野武夫 会員

菅野 晋 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
東邦銀行 代表取締役頭取

佐藤 稔 様

入会式
東邦銀行 代表取締役頭取
佐藤 稔 様
（紹介者 渡辺健寿会員）

佐藤 稔 様

11 月誕生お祝い
ロータリー財団 伝達
PHF+8 古俣 猛 会員
べネファクター 菅沼 裕 会員

会長あいさつ

五阿弥宏安 会長

幹事報告

佐藤美奈子 幹事

小林仁一 会員

小林仁一会員より
｢事業所 100 周年を迎えて｣ ご挨拶
各委員会報告

伊藤雄治 委員

■公共イメージ委員会
＊ ｢友｣ 11 月号紹介
■例会小委員会

伊藤雄治 委員
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

丹治正博 委員

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2020-21

1

本日のプログラム

新会員スピーチ
東京海上日動火災保険㈱
福島自動車営業部長

した。振り出しが名古屋でしたがここで結婚し、次に東
京、北九州小倉、東京、名古屋、神奈川、博多、東京と続き、

岡田敏明 会員

今年の４月よりお世話になっております東京海上日動
の岡田でございます。
本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。
ご指名でございますので先例に従いまして簡単に自己紹
介をさせていただきます。
まずは生まれですが、先の東京オリンピックの熱冷め
やらぬ 1967 年（昭和 42 年）の未年生まれで、御年 53 歳に
なりました。
出身は、東京の南の外れ大田区蒲田という、映画「蒲田
行進曲」でご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、あ
の蒲田です。主人公の銀ちゃんの影響でしょうか、とても
お行儀がよろしいとは言えない土地柄で生まれ育ちまし
たので、このような晴れがましい場でご挨拶する姿など、
当時は想像もしておりませんでした。
実家は自宅併設の小さな町工場を営んでおりました。
配電盤製造業といってタンスみたいな大きな鉄の箱にス
イッチやら何やらを一杯に詰め込んだものを製造してお
りました。ですから物心付いた頃の私のおもちゃといえ
ば、工場に転がっている電線の切れ端やニッパにドライ
バーという工具類でしたので、手先は器用な方だと思い
ます。
地元の小中学校を卒業し、高校は靖國神社の隣にある
都立九段高校に通いました。制服もない自由な校風でし
たので、周りにいる先輩を見れば、この人たちは大人か？
と思うような雰囲気で、自然に背伸びをして過ごすよう
になり、ここで一気に自分の世界が広がりました。文化
祭や体育祭なども盛んでしたが、仲の良い仲間と一緒に
運営側にまわる等、現在の自分があるのはこの頃が礎に
なっているように思います。
但し、勉強はからっきし力が入りませんでしたので、こ
の学校では当たり前の一浪（ひとなみ）をして中央大学に
滑り込みました。ここでも色々な経験、例えばアイセック
というインターカレッジの国際交流団体での活動や、ア
メリカへの短期留学などを通じて、更に自分の世界が広
がってきたと思います。
そうこうする内に、３年生の末の就職活動を迎える時
期となり、学校主催でしたが就職セミナーを、グアム・サ
イパンを往復する船の中で行うというイベントがあり、
これに参加しました。いかにもバブリーな企画ですね。船
の中では何班かに分かれたのですが、たまたま割り振ら
れた班のアドバイザーが現在勤めている東京海上の当時
人事課長代理だった方でした。オールドパーを飲む姿な
ど、学生の私には何とも素晴らしい人に見えて、
「こんな
人と仕事をしてみたい」と思うようになり、その後の就職
活動でアプローチしたところ縁あって入社という運びと
なりました。
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1991 年（平成３年）の入社後、数々の転勤を繰り返しま
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現在の福島で９場所を数えるに至りました。神奈川まで
は家族帯同で赴任しましたが、ここで自宅を構え、博多で
は単身赴任となり、ここ福島でも単身赴任ということに
なっております。
社歴では粗ほぼ営業に携わり、主に自動車ディーラー
さんのご担当をさせていただいております。このロータ
リークラブにもそのご縁で大沼会長にご紹介賜り、加入
させていただいております。大沼会長ありがとうござい
ます。
損害保険という仕事柄、普通では経験できない様な楽
しい出来事も沢山ありましたが、この場ではお話しづら
い事も沢山経験してまいりました。
ただここにいらっしゃる皆様方のように、素晴らしい
経営者の方々との出会いに恵まれましたお蔭様で、色々
な事を学ばせていただきました。名古屋のとあるディー
ラーさんの当時会長でいらっしゃった方からは「近江商
人の三方良し」の精神・商売の基本を教えていただき、今
も業務の指針としています。その精神の一つである「世間
良し」はロータリーの奉仕の精神にも共通するものでは
ないかと思っております。
これまで出会い支えていただいた多くの皆様へ感謝し、
また恩返しの意味も含めて、今出会っている、またこれか
ら出会う皆様へ出来得る限りのご奉仕が出来ればと思っ
ています。
ここで五阿弥会長にお礼をさせていただきたいと思い
ます。
私共が生業としている保険は形の無い商品です。手に
取って見比べられる事が出来ないだけに、そこに介在す
る人が信用できるか否かが重要であると考えます。
よって現在預かる組織の長として、メンバーの人間力
の醸成が私の重要なミッションとなっておりますが、そ
の人間力の醸成の一環として、実は毎回の例会でお伺い
する五阿弥会長のご挨拶をメンバー全員にメールにて共
有させていただいております。毎回含蓄ある心に響くお
話しを、私一人で伺っているのは勿体ないと思いフィー
ドバックしたところ、それを読んだメンバーから反応が
あり、それにまた返信するなど何とも良いコミュニケー
ションのきっかけにもなっております。勿論会長のご挨
拶としてご紹介しておりますので、何卒ご容赦下さい。五
阿弥会長、いつもありがとうございます。これからもよろ
しくお願いいたします。
最後に今取り組んでいる事をご紹介いたします。会社
の健康増進月間の取り組みとして、
「一日８千歩」と「休
肝日を設ける」という事にチャレンジしています。
「８千
歩」の方は、一時間を目安に歩くと達成することができま
すので、少し離れたスーパーまでに買い物に行くように
しています。
「休肝日」の方は、勿論会合が無い日に限り
ますが、そんな日は自室では飲まないようにしています。

先月は両方とも月の半分くらいは達成できたでしょうか。

あと少しで！！！という方がたくさんいらっしゃいま

効果としては、眠りが深くなった事と、痩せはしませんが

す。70 周年という節目にぜひご寄付を頂き、ポール・ハ

太らなくなった様な気がします。皆様にも是非ともおす

リス・フェロー 3 名以上の目標にご協力を頂ければ大変

すめいたします。

ありがたく思います。

長々とお時間を頂戴致しましたが、こう振り返ってみ

よろしく願いいたします。

ると、この発表もそうですが、数々のチャンスに恵まれて

ありがとうございました。

いたなと改めて感じます。このロータリークラブの活動
も新たなチャンスだと思いますので、このチャンスを精

ロータリー財団

一杯活かしてまいりたいと思います。

伝達

甚だ簡単ではありますが、私の自己紹介とさせていた
だきます。
ご清聴ありがとうございました。

本日のプログラム

ロータリー財団月間にちなんで
ロータリー財団委員会

菅沼 裕 委員長

今年度、ロータリー財団委員長を申し付かっている菅
沼ございます。

● PHF ＋ 8

●ベネファクター

古俣 猛

菅沼

会員

裕

会員

新会員入会式

今回の財団委員長スピーチは、時間の関係上、財団への
寄付のお話を中心にさせて頂きます。
まず皆様がよく耳にするポール・ハリス・フェローで
すが、ロータリー創始者の意思を継ぐ「ポール・ハリス・
フェロープログラム」としてロータリー財団に 1,000 ドル
以上を寄付くださった方を認証するプログラムです。
年次基金・ポリオプラス・あるいは財団が承認した補
助金プロジェクトを支えるご寄付に対して感謝の気持ち
を伝えるために 1957 年に設立されました。

●東邦銀行 代表取締役頭取

またこのご寄付は 3 年後、地区の年次寄付総額の 50％

佐藤 稔 様
（紹介者 渡辺健寿会員）

はその地区が使用用途を決定することができ、奉仕活動
資金として運用できる資金となります。
その後は 1,000 ドルごとにマルチプル・ポール・ハリス・

ロータリーの友

11 月号のご紹介
伊藤雄治 委員

公共イメージ委員会

フェローが授与されます。

●特集 ロータリー財団月間

その他に聞きなれない言葉ですが、ベネファクターと

あなたのクラブでもできる!

いう認証もございます。

グローバル補助金を知ろう

これは恒久基金として 1,000 ドル以上を寄付した方に贈

P7 〜 13（横書き）

られます。

グローバル補助金を使っ
た支援活動について紹介。
海外のロータリークラブ
と連携、留学生に奨学金を
給付するなど、補助金の使
い方は様々。
補助金を利用した医療支
援、奨学制度のケースが紹
介されています。

恒久基金とは、その資金を運用し、運用益を使って奉仕
活動にあてる資金です。
メジャードナーとは、寄付分類に関係なく寄付総額
10,000 ドルに達した個人に贈られるものです。
当クラブでは阿久津肇パストガバナー・加藤義朋会員・
白岩康夫会員・古俣猛会員が授与されています。
今回はポール・ハリス・フェローの件で皆様にお話を
させて頂きます。
皆様が今まで財団に寄付をして頂いている総金額と
ポール・ハリス・フェロー・マルチプル・ポール・ハリス・
フェローの取得に あと これくらい！という金額を記
載したペーパーを後方ボックスに入れさせて頂きました。

福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2020-21

3

私のひとこと

幹 事 報 告

八代大輔 会員

例会変更のお知らせ

今年は、コロナに始まりコロナに終わ
る不安な 1 年でした。今では当たり前に
なったリモート会議も当初は違和感しかなく、対面での
会話を大切にしている私には画面越しでは想いを伝えら
れないようなもどかしさを感じていました。
『伝える』だ
けでなく相手の心に『伝わる』感覚が得にくかったから
です。そんな時、テレビ通販で有名なジャパネットたか
たの高田明氏の講演を聴く機会があり、
『視聴者に伝わ
るためには、パッション、ミッション、アクションが大
切』とおっしゃっているのを聴き、ハッとしました。想
いを伝えるために大切なことは、対面でも画面越しでも
変わらないのだと気付かされた出来事でした。

11 月 誕生お祝い

〜おめでとうございます〜

■次週 11/19（木）福島ロータリークラブの例会は、11/14
（土）県北第一分区インターシティミーティングの振替
休会となっておりますのでお知らせ致します。
■福島西 RC、11/16（月）の例会は 18 時 30 分より峰亀に
て新蕎麦を食する夜間例会に変更となります。
■福島東 RC、11/20（金）の例会は、翌週 11/25（水）県北
第二分区合同蕎麦例会に変更となっております。

その他のお知らせ

■ 11/14（土）に開催の「県北第一分区インターシティ
ミーティング」は当クラブがホストを務めます。運営
チームの皆様は 12 時 30 分集合、他の皆様は他参加ク
ラブのお迎え等ございますので、13 時 20 分集合にな
ります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
■だて西ロータリークラブは、10 月 31 日をもってクラ
ブ終結する旨国際ロータリーより連絡がありました。
■本日 ｢がんばっぺ福島ユナイテッド FC 小銭 BOX｣ を各
テーブルに回します。ご協力宜しくお願い致します。
■ 11 月ロータリーレートは 1 ドル 104 円となりますの
でお知らせ致します。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
12月  3日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【年次総会】
佐藤 順一 会員

昭和 23 年 11 月 1 日

佐藤 英典 会員

昭和 21 年 11 月 7 日

菅沼

裕 会員

昭和 38 年 11 月 8 日

江花

亮 会員

中川 俊哉 会員

荻野 誠也 会員

内池

浩 会員

佐藤

佐藤 良智 会員

昭和 10 年 11 月 10 日 昭和 32 年 11 月 20 日 昭和 48 年 11 月 20 日

稔 会員

昭和 18 年 11 月 22 日 昭和 35 年 11 月 27 日 昭和 49 年 11 月 28 日

五阿弥宏安 会長スピーチ
「ロータリー公共イメージ向上戦略について」スピーチ

RID2530 地区 公共イメージ委員会 相良元章 委員長

■ 12 月誕生祝い

12月10日
（木） 12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス
【通常例会】

会員スピーチ「疫病予防と治療月間にちなんで」

安斎外科胃腸科医院 副院長 安斎圭一 会員

12 月 3 日（木）17：30 〜

福島 RC 情報小委員会主催

新会員セミナー

（クーラクーリアンテ サンパレス）

ニコニコBOX報告
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あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 福島自動車営業部長 橋川量万 会員

■「友」12 月号紹介

本日の投入額 41件 ¥104,000 累計 ¥1,207,000

五阿弥 宏安 会長
小林仁一会員の小林グループが創業百周年を迎えられまし
た。本当におめでとうございます。
また、東邦銀行の佐藤稔頭取が入会なさいました。これか
らよろしくお願い致します。
佐藤 美奈子 幹事
佐藤稔会員のご入会を心より歓迎致します。14 日の IM で
は皆様にお世話になります。
小林 仁一 会員
去る 11 月 10 日に皆様のお陰様で小林グループ 100 周年を
迎えることができました。誠にありがとうございます。心ば
かりの記念品を準備しましたので、ご笑納いただければ幸い
です。今後共地域の為に精進しますので、ご指導ご鞭撻よろ
しくお願い致します。
佐藤 稔 会員
この度入会させて頂きました。よろしくお願い致します。
コロナ後がニコニコな世になることを祈っております。
渡辺 健寿 会員
佐藤稔様のご入会を心より歓迎申し上げます。ご多忙の中、
ロータリー生活をエンジョイしていただくよう祈念します。
横山 淳 会員
佐藤頭取おめでとうございます。岡田さん、菅沼さん、お
話楽しみにしています。
幡 研一 会員
佐藤稔様の入会を歓迎して。
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新会員スピーチ

［報告］ 丹治正博 委員長

植田 リサ 会員
佐藤会員のご入会を心よりお慶び申し上げます。
江花 亮 会員
誕生日のお祝いありがとうございます。
内池 浩 会員
誕生祝いありがとうございます。
佐藤 英典 会員
誕生祝いありがとうございます。
小原 敏 会員
全国大会出場決めました。福島東稜高校男子バスケット
ボール部と卓球部個人戦２名です。
ご声援の程宜しくお願い申し上げます。
菅沼 裕 会員
今月はロータリー財団月間となっております。会員の皆様
のご寄付感謝申し上げます。
土屋 牧雄 会員
欠席がちお詫びします。
───────────────────────────
クラブ会員より 安藤健次郎／伊藤雄治／岡田敏明／古俣
猛／後藤浩之／後藤洋伸／児玉健夫／佐々木高敏／佐藤良
智／茂田士郎／茂成直政／清水太郎／白岩康夫／鈴木朋恵
／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／坪井大雄／中川宏生
／二階堂宏樹／半沢治久／藤井 守／村上守人／八代大輔／
山貫昭子／吉田大樹／渡辺泰子

