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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナー補佐クラブ訪問

スピーチ

RI 第 2530 地区

会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

コロナ禍の中で新たに耳にした言葉に
「3 密」や「ソーシャル・ディスタンス」な
どがありますが、
「エッシェンシャル・ワ
ーカー」もそうでしょう。
エッシェンシャル・ワーカーとは、私たちが日常生活
を送るために欠かせない仕事を担っている人たちを指し
ます。コロナ禍で「ステイホーム」が叫ばれる中にあって
も仕事をストップするわけにはいかない人たちに対し、
感謝や尊敬の念を込めた呼称として使われるようになり
ました。
具体的には医療や福祉、食品、小売、流通、公共交通機
関などさまざまですが、その中に清掃作業に従事する人
たちもいます。昨年の右近年度に福島ロータリークラブ
としてマスク 1 万枚を市内の清掃作業員の皆さんに贈呈
しました。その清掃作業員で思い出したことがあります。
私が新聞記者の警察担当だったころですから、随分前
のことです。都内に住む小学 1 年生の男の子の話ですが、
優しくておとなしく、家で一人静かに遊ぶのが好きな子
でした。その子は決まった曜日の朝早く、家の門の前にじ
っと立ちます。母親は不思議に思っていましたが、そのう
ち理由がわかりました。その子は清掃の車が来るのを待
っていたのです。
「働く自動車」が好きだったのでしょう。
そのうち清掃作業員の人たちと挨拶を交わすようになり
ました。短い時間ですが、その子はいつもうれしそうな表
情で、
「またね、バイバイ」と見送っていました。
その子がある日、交通事故に遭い、亡くなってしまいま
した。突然、幼い子供を亡くした両親の悲しみはいかばか
りだったことでしょう。私には想像もつきません。母親は

五阿弥宏安 会長

｢四つのテスト｣ 唱和

八巻恵一 会員

家に閉じこもりがちになりました。そんなある日、家のチ
ャイムが鳴りました。母親がそっとドアを開くと、くたび
れた作業服に身を包んだ男たち数人が立っていました。
「何の御用でしょう」と怪訝そうに尋ねると、彼らは「お
子さんが亡くなったと知り、これを渡したくて」と母親に
そっと包みを手渡しました。開けると、中には清掃車のミ
ニカーが入っていました。
訪ねてきたのは、子供が挨拶を交わしていた清掃作業
員の人たちでした。
「お子さんはいつも家の前で僕たちが
来るのを待ってくれていました。作業が終わると笑顔で
『バイバイ』と見送ってくれました。僕らはあの子にいつ
も励まされていました。せめてこのミニカーを供えても
らいたいとみんなでお金を出し合いました」
。
母親は涙をこらえながら位牌の前に清掃車のミニカー
を供えました。悲しみに沈んでいた心にポッと小さな灯
りがともった気がしました。そして、最初にくたびれた作
業服をみて怪訝に思った気持ちを恥ずかしく思ったそう
です。
職業に貴賤はないと言います。でも、年収や肩書、外見
などで人は人を評価しがちです。私たちの生活に欠かせ
ないエッシェンシャル・ワーカーの職種はさまざまです
が、果たして仕事の重要性に見合った社会的評価がされ
ているのでしょうか？そして、私たちはそうした人をち
ゃんとリスペクトしているのでしょうか？
ロータリーの職業奉仕の考え方は職業を通じて社会に
奉仕をすることです。
「役立つ仕事はすべて価値あるも
の」との考え方が大事とされています。コロナ禍で注目さ
れるエッシェンシャル・ワーカーですが、改めてこの機
会に社会を支えてくれているすべての人々へ感謝の気持
ちを示したいものです。ロータリーの会員であればなお
さらです。エッシェンシャル・ワーカーの社会的評価が
高まることを心より願い、会長挨拶といたします。

ロータリー財団 伝達
安藤健次郎 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）

様

3 月誕生お祝い

国歌斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」
安藤健次郎 会員

葊澤 俊樹

RI 第 2530 地区県北第一分区幹事
赤間浩一 様（福島南 RC）

例 会 次 第
開会点鐘

県北第一分区ガバナー補佐

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
■例会小委員会
八巻恵一 会員

金子與志人 副委員長

■本日のプログラム
閉会点鐘

金子與志人 副委員長

五阿弥宏安 会長
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本日のプログラム
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ガバナー補佐クラブ訪問
スピーチ
RI第2530地区 県北第一分区
ガバナー補佐

葊澤 俊樹

様

My Rotary ホームページからクラブの目標設定・確認
センターについてご紹介します。
トップメニューから「運営する」→「クラブと地区の運
営」→「ロータリークラブ・セントラル」→目標設定・確
認センター：クラブの目標を設定し、達成の進捗を確認
できるページへ移動します。
全 25 項目中 13 項目を選択し、ロータリー賞の目標リス
トを作成。選択の如何に関わらず 13 項目を達成できれば
ロータリー賞を受賞できます。
主な項目①会員増強 ②奉仕活動への参加 ③新会員の
推薦 ④ロータリー行動グループへの参加 ⑤リーダー
シップ養成への参加 ⑥地区大会への出席 ⑦ロータリー
親睦活動グループへの参加 ⑧地区研修への参加 ⑨年次
基金への寄付 ⑩ポリオプラス基金への寄付 ⑪大口寄付
⑫遺贈友の会会員 ⑬ベネファクター ⑭奉仕プロジェク
トがあります。ロータリー賞をめざして下さい。

少なくとも 1 つの国際的メンバーからなるロータリー行動グループのメンバーとなっている会員の数

5

リーダーシップ養成プログラム／活動に参加する会員の数。

1

達成したいクラブ会員総数

6

地区大会に出席する会員の数

2

クラブの奉仕活動に参加する会員の数

7

ロータリー親睦活動グループのメンバーとなっている会員の数

3

新会員を推薦する現会員の数

2
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地区で行われる研修／セミナー／協議会などに出席する
クラブ委員会委員長の数

12

9

クラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総額

遺産計画を通じてロータリー財団に 10,000 ドル以上の寄付を誓約することを、
初めてロータリー財団に通知する個人・夫婦の数

10

クラブと会員によるローラリー財団ポリオプラス基金への寄付総額

13

遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付することをロータリー財団に通知、
または恒久基金に 1,000 ドル以上を寄付して新たにベネファクターとなる個人・夫婦の数

11

寄せられる一括 10,000 ドル以上の寄付の件数

ロータリー財団

伝達

14

クラブが実施する奉仕プロジェクトの数

RLI 修了証・修了バッジ伝達

五阿弥宏安
● PHF+8（9,000 ドル達成） ● PHF+6（7,000 ドル達成） ● PHF+4（5,000 ドル達成）
阿久津 肇 PG
渡辺 健寿 会員 幡 研一 会員
● PHF+4（5,000 ドル達成） ● PHF+3（4,000 ドル達成） ● PHF+3（4,000 ドル達成）
小林 仁一 会員 阿部 力哉 会員 佐藤 英典 会員
● PHF+3（4,000 ドル達成） ● PHF+2（3,000 ドル達成） ● PHF+1（2,000 ドル達成）
勢島 昇 会員 安藤 錬雄 会員 大沼 健次 会員
● PHF+1（2,000 ドル達成） ● PHF+1（2,000 ドル達成） ● PHF+1（2,000 ドル達成）
河田 亨 会員 浦部 博 会員 江花 亮 会員
● PHF+1（2,000 ドル達成） ● PHF+1（2,000 ドル達成） ● PHF（1,000 ドル達成）
後藤 忠久 会員 菅野 晋 会員 茂田 士郎 会員
● PHF（1,000 ドル達成） ● PHF（1,000 ドル達成） ● PHF（1,000 ドル達成）
丹羽 和也 会員 箱岩 偉 会員 金子與志人 会員

●べネファクター

小林 仁一

会員

会長

米山功労者伝達

●第 7 回マルチプル

小林 仁一

会員

クラブ創立 70 周年記念 米山記念奨学会特別寄付 表彰
●米山記念奨学会
クラブ創立 70 周年記念
米山記念特別寄付

加藤 義朋

会員
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私のひとこと

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

渡辺泰子 会員

例会での新入会員スピーチがいつも楽
しみです。幼少の頃の様子、家族との関
係といった生い立ち、学生時代に打ち込んだことや今の
仕事に就いた経緯といった話にとても惹かれます。なん
でも自分で決めて歩んできているようですが、実はあら
ゆる選択を決断してきたのは、誰かの導きや周りの力の
お陰と考えることが多くなりました。
新入会員スピーチに限らず、会員のみなさんは年齢も
職業もさまざまで、多くの経験と知恵を持っていらっ
しゃいます。会自体が 70 年の歴史を培ってきた背景もあ
ります。少しずつみなさんと関わることで、自分の歴史
も刻んでいければと思っています。

幹 事 報 告
お知らせ

■本日、午後 6 時より 3 月理事会を開催いたします。理事
役員の皆様はよろしくお願いいたします。
■ロータリー友 3 月号 横版 P24 〜 26「あれから 10 年そ
してこれから」に葊澤俊樹県北第一分区ガバナー補佐
が寄稿されています。また、縦版 P28 〜 29 に「創立 70
周年記念 70 本のモニワザクラの植樹」について丹治正
博記念誌部会長が寄稿されています。
■ 3 月ロータリーレートは 1 ドル 106 円となりますので
お知らせいたします。

● RI 第 2530 地区
県北第一分区
ガバナー補佐

葊澤 俊樹

（福島南 RC）

● RI 第 2530 地区
県北第一分区
幹事
様

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

（福島南 RC）

様

中学生によるインターシップ（職業体験事業）
新型コロナウイルスのため
中学生のインターンシップ（職
場体験学習）が中止になりまし
た。そこで中学生の送り手側と
受け入れ側との学習の機会と
して各業界の講師の講演会が、
2 月 20 日開催されました。五阿弥宏安会長も講師として
参加されました。YouTube 配信されていますので是非ご
視聴ください。
主催：国際ロータリー第 2530 地区 職業奉仕委員会
YouTube の URL は、こちらです。
URL https://youtu.be/_t2wTUZ_nuw

3 月 誕生お祝い 〜おめでとうございます〜

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
3月18日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ゲストスピーチ
3月25日
（木）

   福島市長 木幡 浩 様

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】新会員スピーチ

福島民友新聞社 代表取締役社長 中川 俊哉 会員
㈱ F・J・T 代表取締役 藤井
守 会員

ニコニコBOX報告
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山崎 高寛 会員
昭和41年3月14日
渡邊 又夫 会員
昭和10年3月29日

本日の投入額 43件 ¥89,000 累計 ¥1,676,000

五阿弥 宏安 会長
葊澤ガバナー補佐のスピーチを楽しみにしています。
佐藤 美奈子 幹事
葊澤ガバナー補佐、林分区幹事、赤間分区幹事のご来訪を
歓迎いたします。
葊澤 俊樹 ガバナー補佐
本日ガバナー補佐クラブ訪問をさせていただきます。
宜しくお願いいたします。
林 克重 分区幹事
今年も宜しくお願い申し上げます。
赤間 浩一 分区幹事
今年もよろしくお願いいたします。
渡邊 又夫 会員
会員、特に転勤会員の方々にぜひ読んでいただきたい記事
があります。福島民報 3 月 2 日版に小泉武夫先生が福島の歴
史について実に軽妙に書いております。本日その新聞を、三
宅会員の協力をいただいて、受付に用意しておきました。保
存版としてお持ち帰りください。
小原 敏 会員
去る 3 月 2 日福島東稜高校卒業式が無事終了できました。
会員の皆様のお陰と心から感謝申し上げます。
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三宅
喬 会員
昭和 13 年 3 月 6 日
渡辺 泰子 会員
昭和43年3月26日
藤井
守 会員
昭和54年3月31日

安藤健次郎 会員
昭和20年3月15日
大沼 健次 会員
昭和17年3月29日

［報告］ 金子與志人 副委員長

伊藤 雄治 会員
色々とお騒がせして申し訳ありません。安心してご利用い
ただけるよう確りと取り組んでまいります。
佐々木 高敏 会員
3 月 13 日ダイヤ改正を実施させていただきます。新幹線は
臨時ダイヤで運行しております。よろしくお願いします。
内池 浩 会員
弥生 3 月、70 周年仕上げの月です。
幡 研一 会員
葊澤ガバナー補佐、両分区幹事の皆様を歓迎して。
三宅 喬 会員
誕生祝いありがとうございました。
大沼 健次 会員
お誕生日プレゼントありがとうございます。
───────────────────────────
クラブ会員より 安藤健次郎／植田リサ／岡田新也／加藤義
朋／金子與志人／熊谷謙／児玉健夫／後藤洋伸／小林仁一／
古俣 猛／相良元章／佐藤英典／佐藤充孝／佐藤良智／茂成
直政／白岩康夫／田沼紀美子／丹治正博／土屋敦雄／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／八巻恵一／山貫昭子／吉田大樹／渡辺泰子

