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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ

日本生命保険相互会社
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櫻井 英樹
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鈴木 朋恵

会員

会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

高齢者に対するコロナワクチンの接種
が始まりました。県内では郡山が一番早
く受付をスタートしましたが、ほとんど
の人は電話やネットで申し込もうとして
もつながらないまま、わずか 50 分で受付終了となりまし
た。郡山市の高齢者人口は約 10 万人ですが、これに対しワ
クチンはわずか 1,000 人分しかありませんでした。100 人に
1 人しか当たらない計算です。医療従事者へのワクチン接
種がまだまだ行き渡っていないのですから当然かもしれ
ません。それにしても先進国の中で日本のワクチン接種の
遅れが目立っています。
福島市でも近くシニア対象のワクチン接種が始まる予
定ですが、多分、宝くじ並みの確率でしょう。ワクチンの
普及がコロナ対策の決め手となりますが、日本では当面先
のようです。果たして東京五輪が開催できるかどうか懸念
も募ります。
ワクチンと言えば、日本では積極的に受けたいという人
より、なんとなく不安だから受けたくないという人も多い
ようです。また、健康に自信がないという人ほど、ワクチ
ン接種に消極的という調査結果も出ています。確かに副反
応が怖いという気持ちもわかります。でも、本来は持病な
どがある人はコロナにかかった場合、重症化するリスクが
高いわけですから、積極的にワクチン接種を受けるほうが
いいわけです。
日本人は安全志向が強いと言われます。リスクを伴うチ
ャレンジより現状維持を大切にする傾向が強く、リスクゼ
ロを願う人が多いようです。でも何事もリスクをゼロにす
ることはできません。薬は人間の身体にとって毒物です。
強い効き目の薬ほど副作用も強くなります。逆に副作用の
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ロータリーソング「それでこそロータリー」
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

ない薬は効果も薄いということになります。ワクチンも医
薬品ですから同じことです。
「くすり」を反対から読めば
「リスク」になります。薬にリスクは付き物です。リスクを
上回るメリットがあるから薬を使うわけです。
私はもともと医療担当の記者が長かったのですが、いつ
も気になっていたのは日本人のワクチン嫌いです。日本は
世界の中で「ワクチン後進国」と非難されています。かつ
て日本はワクチン先進国でしたが、1970 年代以降、予防接
種で脳炎や髄膜炎などの副反応が大きな社会問題となり、
各地で集団訴訟が相次ぐなどしてワクチンへの不信感が
広まりました。
子どもにワクチンを受けさせたくないという親も多く
なり、予防接種が「義務」から「希望者」へ、接種の形も学
校などでの「集団接種」ではなく、個別に医療機関で受け
る「個別接種」へと変わりました。当然、ワクチンを接種
する人は激減しました。日本の製薬業界もワクチン開発を
行わなくなり、そのことが今回のコロナワクチンの開発で
日本が大きく出遅れる結果にもなっています。
女性が罹る子宮頸がんを防ぐワクチンは WHO が各国
に接種を推奨しています。日本では毎年 1 万人ぐらいの女
性が子宮頸がんと診断されていますが、ワクチンが普及す
れば確実に患者の数を減らすことができます。しかし、副
反応への懸念を抱く人が日本では多く、接種が進んでいま
せん。副反応のリスクを過剰に伝えるメディアの責任も大
きいと私は思っています。
何事もリスクゼロはありません。ワクチンは多くの人の
感染を防ぎ、死者や重傷者を減らすという大きなメリット
があります。ワクチン接種を受けるかどうかは、もちろん
個人の判断です。ただ、ワクチンの役割は自分だけでなく
周りの人を守るという「社会防衛」にあることを多くの人
に知ってもらいたいと思っています。そして「ワクチン後
進国」という不名誉な名前は返上したいものだと願ってい
ます。

■例会小委員会
加藤弘樹 様

二階堂宏樹 委員

■本日のプログラム
閉会点鐘

二階堂宏樹 委員

五阿弥宏安 会長
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彰拠点に、2 年目が終わった時には東京のホテルに招待さ

本日のプログラム

れる社長表彰拠点になりました。自分の想いをどのよう

新会員スピーチ
日本生命保険相互会社 福島支社長

櫻井 英樹

に表現するかで、組織が生き物のように元気を出したり、
会員

人事担当・留学
私は、横浜で生まれ、少年時代を神奈川県の海老名市で
過ごし、神奈川県立厚木高校、東京大学法学部と進学し
て、日本生命に入社しました。
日本生命では、東京三鷹にある武蔵野支社で最初の 2
年、ついで、東京本部の営業人事部で 10 年を過ごしまし
た。営業人事部は、全国の営業部長 1,800 名の人事を担当
する部署です。当時の上司からは、
「人事の判断で迷う時、
まずは、会社の生産性に資するかを考えろ。次に、それが
公平・公正かを考えろ。最後に、一人ひとりの幸せに繋が
るかを考えろ」と言われました。
「生産性向上」と「公平・
公正」
、
「一人ひとりの幸せの実現」
、これは、その後も私
が仕事をする上で、大切にしてきた考えですが、今では、
ロータリーの四つのテスト（1. 真実かどうか、2. みんなに
公平か、3. 好意と友情を深めるか、4. みんなのためになる
かどうか）にも通ずる考え方だと思っています。
その後、オックスフォード大学に留学派遣となり、家族
を帯同して、1 年と数カ月、イギリスで生活しました。大
学での勉強はとても大変でしたが、妻と 3 人の小さい子
どもと一緒に過ごした海外での濃密な時間は、今でも、家

その後は、東京本部の販売執行部門や人事総務部門の
課長、担当部長を経験して、念願の支社長職の辞令を受
け、昨年度より、この福島で勤務しております。
祖父の話
さて、少し、話を変えます。私の父は東京出身ですが、
母方の祖父は会津若松出身です。祖父は、おもしろいこと
を言って人を笑わせるのが好きで、初孫の私をとても可
愛がってくれました。私が小学生の頃、
「これ、じいちゃ
んが書いた本だから大人になったら読んでみなさい」と
自作の小冊子を 2 冊渡してくれたのですが、ここからは、
その小冊子の話をさせていただきます。
祖父の父は病気がちで、祖父は、学校を出てから大陸に
渡って大連で就職し、妹を呼び寄せて親代わりに学校に
通わせました。その後、戦火が中国全土に拡大して、遂に
は日米戦となり、戦局が悪化しました。祖父は、終戦間際
の 1945 年 8 月 7 日に上司の勧めで結婚しましたが、その
翌日 8 日未明に召集令状が来て、戦地に向かっている最
中に 8 月 15 日を迎えました。取って返してやっとの思い
で大連に戻ったところ、8 月 20 日にソ連軍が進駐して来
て、それ以降、敗戦国民の悲哀を嫌というほど味わいなが
ら、ひたすら内地への引き揚げを待ち続けたそうです。必

族共通の話題となり、団らんが盛り上がります。

死に生き抜いて、1 年半経った 1947 年 2 月に、やっと引揚

営業部長時代

日目でした。大連から引き揚げた先は大阪で、祖父は、そ

帰国後、宇都宮支社の真岡営業部の営業部長になりま
した。前年度まで成績不振が続いていた営業部で、初陣
の私は右も左もわかりませんでした。ある日の支社会議
で、達成すべき目標が示されたのですが、とても到達でき
ない状況で、かなり追い込まれました。そこで、私は、会
議終了後に、仲間からの誘いも断ってスーパーに駆け込
み、職員 40 人分の鮭の切り身を買い占めました。他にも、
ジャガイモや人参、ホウレンソウと使い捨ての弁当パッ
クを買い込み、家に帰って、徹夜で 40 人分の弁当を作り
上げました。翌朝の朝礼で、
「うちの営業部は、今、こう
いう状況にある。申し訳ないが、今日は、予定よりも一人
ずつ多く、お客様を訪問してほしい。皆が昼食をとる時
間を少しでも減らせるよう、昨日は徹夜で全員分の弁当
を作ってきた」と話しました。職員は、皆、目を丸くして、
「こんなの初めて。そこまでしんどい状況なのですね」と
か、
「営業部長の気持ちが重たすぎて、とても食べられま
せん」等と言い出しました。それでも、業績不振時特有の
重苦しい雰囲気は吹き飛び、全体として前向きに仕事に
向かうモードに変わっていきました。
「生産性向上」と「公平・公正」
、
「一人ひとりの幸せの
実現」
という営業人事部時代に教わった考え方をポリシー
として大事にしながら、日々、飛び回って動いているうち
に徐々に業績も上向き、1 年目が終わる頃には担当役員表
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沈んだりする様を味わい、とても勉強になりました。
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船に乗ることができましたが、その時、私の母は生後 80
こで広告代理店に勤めました。そして、丁度、前回の東京
オリンピックの時、広告代理店として東京の仕事が増え
るため、祖父が、取締役として大阪から東京へ転勤となっ
たそうです。前回の東京オリンピックが無ければ、祖父の
この東京転勤は無く、そうであれば、私の母と父は出会っ
ていなかったので、私も生まれていなかったことになり
ます。
さて、先日の、ここ福島市での聖火リレーを、大沼会長
と同じく、私も、走らせていただきました。前回東京オリ
ンピックの時は会津出身の祖父が東京勤務となり、そし
て、今回の東京オリンピックの時は孫の私が東京から福
島勤務となって福島の地で聖火リレーを走ったことにな
ります。偶然ではありますが、時代と空間を越えた大きな
運命の繋がりのようなものを感じました。
祖父の祖父の話
ところで、小冊子には、祖父の祖父のことも書かれてい
ました。私の祖父の祖父は、その父とともに、松平容保公
に従って京都を守護し、その後の会津戦争を戦って敗れ
たため、松平公の配置換えに付き従って青森県下北半島
の斗南藩に移住しました。そこで会津藩士に与えられた
のは耕作には適さない痩せた土地で、食べるものにも困
るひもじい生活を強いられました。馬に食べさせる大豆

を食べ、豆腐カスを食べ、遂には他人の残飯まで食す人が

ティの様子、そして、時間が経つほどに募ってくる帰還

いたということです。また、野山の山菜はもちろん、柔ら

への想いをお聞きする機会があります。そんな時、私は、

かい野草等、口に入るものは何でも食べました。海藻の根

150 年前の祖父の祖父や、75 年前の祖父が、同じように住

をあさって、これを干して叩き砕いて木屑のような粉に

み慣れた土地を離れ、新しい土地での生活に苦労する中、

したものを煮て 3 〜 4 倍に増やして腹に入れたり、これ

望郷の念を強めていった気持ちに想いを馳せます。そし

らの食物にも事欠いた者は松の木の白皮さえも食べたり

て、この福島の真の意味での復興を強く願う気持ちを強

したそうです。そして、京都で天皇を守護したれっきとし

くするのです。現在、私が担当している福島支社管内で

た松平家の家臣団が、地元の住民からも卑下されるよう

も、浪江、富岡の 2 拠点の再開の目途が立たない状況が続

なことが一部ではあったそうです。

いています。私は、自分が福島支社長でいる間に、何とか

多くの藩士たちが、先祖代々の墓がある会津に帰郷
したとて住む家もなく、生活の目途がつかないことはわ

して、このエリアでの拠点再興を成し遂げたいと考えて
います。

かっていました。それでも、会津戦争の際に無念の涙を飲

最後に、私は、この地に流した祖先の血、その尊い経験

みながら散っていった家族や仲間の魂が待っている土地

と犠牲が無駄ではなかったと示していくことが、後に続

へ帰りたいとふるさとを想う気持ちが募っていきました。

く者の責務であり、礼儀であり、人としての行動だと思っ

祖父の祖父も、
「同じ苦労をするなら先祖伝来の地で…」

ています。そして、私自身、これから先も、先人たちへの

と、遂には、会津に引き揚げてきたそうです。今にして思

敬意と感謝の念を忘れず、彼ら、彼女らに恥ずかしくな

えば、祖父は、祖父の祖父の斗南藩から会津への引き揚げ

い、そして、自分にとっても悔いのない人生を歩んでまい

と、自身の終戦後の大陸からの引き揚げの経験を重ね合

りたいと考えています。福島ロータリーでの活動にも、そ

わせて考えていたのだと思います。

のような気持ちで取り組んでいく所存です。何もわかっ
ていない新参者を温かく受け入れてくださり、誠にあり

震災復興

がとうございます。これからも、どうぞよろしくお願いい

話は現代に戻って、昨年 3 月の福島着任以来、複数の職
員やお客様から、実際に、原発事故直後に避難した時の
様子や、その後、荒れ果ててしまった家や田畑、コミュニ

つたないスピーチで、大変恐縮ですが、これで終わりと
させていただきます。ご清聴ありがとうございました。

が悪いのか、大人って酷いと思ったこともありました。今

本日のプログラム

思えばぞっとするような話です。弟が口から吐き出して

新会員スピーチ
㈱すみれ地所 代表取締役

たします。

くれて、本当に良かったと今でも思っています。

鈴木 朋恵

会員

皆さん、こんにちは。8 月入会の鈴木朋恵と申します。
本日は諸先輩方を前にこのような機会をいただきまして、
誠にありがとうございます。
私は昭和 52 年 7 月 15 日に福島市に生まれました。その
後父の転勤で会津若松市を経て、桑折町にて幼少期を過
ごしました。私は 1,750g という小さな体で生まれ、親戚か
らはこのまま生きていられないのではないか、と心配を
されていたそうです。両親は第一子の私に、何があって
も友達に恵まれればそれだけで幸せになれる、という思
いを込めて朋恵という名前を付けてくれたと、子供の頃
から聞かされてきました。祖父が台湾人でしたので、月 2
つの朋という字は、中国語での友達、
「朋友（ポンユウ）」
の一文字を付けてくれたようです。大人になってから母
に私の命名の話を聞いてみたところ、本当は両親が好き
だった「三浦友和」と「山口百恵」から付けた名前なのよ。
とこっそり教えてくれました。
その後すくすくと育った私は、弟が生まれると可愛く
て可愛くて一日中弟の隣にいて、毎日頭を撫でていた記
憶があります。美味しいものを少しでも食べさせたくて、
まだ離乳をしていない弟にお菓子のお裾分けをして口に
入れてあげたら、とても怒られ優しくしてあげたのに何

私は子供の頃から、動物が大好きでした。一番最初に
飼ったのはセキセイインコの雛でした。両親との約束で、
テストで 100 点を取ったご褒美です。このセキセイイン
コのピーちゃんが可愛くて可愛くて、ピーちゃんの隣で
寝て風邪を引いたこともありました。ただ、残念なこと
にピーちゃんは死んでしまい、初めて「死」というものを
目の当たりにしました。この時のピーちゃんとの別れは、
命のあるものは永遠ではないということを教えてくれま
した。
その後、大人になりチワワを飼いました。このチワワは
とても臆病なせいか、少し狂暴な犬に育ってしまいまし
た。1.6 キロという小さな犬だったので、しつけとして怒
ることも躊躇してしまい甘やかしすぎが原因かとも思い
ます。ただ、毎日の散歩のおかげで私自身も運動不足が解
消され、その当時は毎日が健康に過ごせました。職場にも
連れて行く許可をもらい、ほぼ一日中一緒に過ごしてい
たのですが、14 歳 10 か月で亡くなってしまいました。預
けていた病院から帰ってきて、家に着いて約 1 時間後に
亡くなったのですが、きっと私の顔を見てから旅立ちた
かったのだろう、と今でも信じています。その時は、本当
に家族の一人を失ったような気分になり、もうこんな悲
しい思いをするのなら動物を飼うのはやめよう、と思っ
ていました。しかし、時間が過ぎるとそんな気持ちも薄れ
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てきて、今は縁あって猫 3 匹と暮らしています。
しつけの難しさに悩んだ犬と、しつけのいらない猫の

があれば勉強したいと思っております。

違いに驚きながらも、毎日 3 匹と一緒に同じ布団で寝て、

楽しみといえば、私の楽しみの一つに山登りがありま

言葉の通り猫かわいがりをしております。この子達も、い

す。ここ最近はあまり行く機会も減ってしまいましたが、

つかお別れの時が来るまで、日々穏やかに幸せに過ごし

ありのままの自然に触れることで、とても心が癒されま

て欲しいというのが願いです。ただ弟の時と同様に、可愛

す。なぜ登山をするのか ? と聞かれ、
「そこに山があるか

がり過ぎてしまう癖は抜けないようで、少し大きめな猫

ら」と格好いい言葉が言えるといいのですが。実際には、

になってしまいましたが、健康でいてくれればそれで良

山には木々がたくさんあり、そこに暮らす動物がいて、鳥

いと思っています。

がいて、虫がいて、雨に打たれたり、風に吹かれたり、雷

学生時代はあまり勉強もせず、一日も早く社会に出た

に打たれ倒れている木があったり、地滑りが起きて崩れ

いと思っておりましたが、実際に働いてみると自分の無

ている場所があったり、台風の後では大きな枝が折れ行

知さを痛感いたしました。そこで、社会人でも勉強のでき

く手を阻んだり、自然とは何て大きいのだろうと心から

る通信制の短大に挑戦してみようと思い、自由が丘産能

感じることができ、そして頂上の素晴らしい景色を見た

短期大学に入学をいたしました。

くて、登山を続けています。今まで、北アルプスや南アル

通信制での学びは大きいものでした。同じ学生には

プスにも足を延ばして登ってきました。他県まで行くと

様々な人達がいて、専門学校の併修制度で入学した人、社

旅行気分になり、その地方での美味しい物を食べるのも

会人となっても更にキャリアアップの為に学びたいとい

楽しみの一つになっています。

う志高く入学した人、とても刺激的な人達に囲まれたお

私のお気に入りの山は、地元桑折町の半田山もありま

かげで、仕事との両立ができたと思っています。いくつ

すが、高村光太郎の智恵子抄にも出てくる安達太良山で

かのコースがありましたが、これからは海外に目を向け

す。私の母は高村光太郎が好きで、中学校入学の時は母

なさいという母親の言葉を思い出し、国際コミュニケー

の字で半紙に書かれた「あれが阿多多羅山、あの光るのが

ションコースを選択しました。

阿武隈川」をプレゼントされた思い出があります。子供の

短大では、英語はもちろんのこと、海外の異文化の勉強
から経済学の基礎までを学ぶことができました。それま
で、真面目に勉強をしてこなかった私には、英語の勉強が

頃から、何度も何度も聞かされて来たので「山 = 安達太良
山」と頭の中に入っていました。
安達太良山にはたくさんの登山ルートがありますが、

一番大変でした。中学校の英文法からやり直し何とか講

その中でも沼尻登山口から登るルートが一番のお気に入

義についていくことはできましたが、2 年間で卒業の予定

りです。このルートはクレーターのような、真っ白な沼

が 2 年半かかってしまいました。しかし、英語の勉強は大

ノ平火口をあらゆる角度から見ることができます。そし

変な思い出ばかりではなく、楽しかった思い出も作って

て頂上に向かうと智恵子の言う「阿多多羅山の、山の上の

くれました。英語の勉強の為に始めたオンライン英会話

『ほんとの空』
」が広がります。この場所で天気の良い日の

スクールがとても楽しく、まだオンライン英会話スクー

青空を見ると、何年経ってもこの素晴らしい青空は変わ

ルの先駆けの時期でしたので、とても安い授業料で約 1 年

らないのだと、慨深く思い、今まで登ってきた疲れも吹き

程度学ばせていただきました。私は 1 日 2 回、1 回 25 分の

飛び心に込み上げるものがあります。この感動がある限

合計 50 分のコースを受けておりました。

り、また山に登りたいと思ってしまう自分がいます。そし

ヨーロッパの先生、アメリカの先生、東南アジアの先生

てまた登りに行く自分がいると思っております。

とテレビ電話をしながら、教えてもらいます。ほとんどの

最後になりましたが、私の仕事は不動産売買・賃貸の

先生が在宅にて、教えてくれていましたので、ヨーロッ

仲介をメインに扱っております。分かりにくいと言われ

パの先生の映像には、まるで映画のような可愛らしい北

る不動産取引ですが、私自身、不動産業に入るまでは、家

欧の家具や雑貨が並んでおり、本当にこんなに可愛い家

が建てれない土地があるなんて知りませんでした。なぜ

具や雑貨が、普通に並んでいるなんて素敵 ! と感動しまし

建てれないのか ? どうしたら建てることができるのか ? 等

た。そして 5 分ほどの休憩を挟み、次は東南アジアの先生

の疑問を一つひとつ、自分が理解するまで調べてみまし

です。東南アジアの先生の映像には、南国の花が飾ってあ

た。その時の知識を、オンライン英会話スクールの先生達

り、途中で猫が乱入したり、子供さんが突然現れたりと、

を思い出し、法律でどのような内容になっているのか、ど

ハプニングが起こったり、英会話の授業なのにまるで「ど

うしたら売りやすくなるのか、用語の一つひとつの意味

こでもドア」のように、リアルタイムに現地に行った気分

や取引の意味をきちんと理解をして、分かりやすい言葉

になれることが、とても楽しかったです。

にかみ砕き、全てのお客様に安心してお取引をしていた

授業では英語で英語を教えてもらうのですが、この教
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しまいほとんど英語を忘れてしまいましたが、また機会

だけるよう、日々努力をいたしております。

え方はとても勉強になりました。理解できない生徒に、簡

以上が私の「新入会員スピーチ」となります。歴史と伝

単にかみ砕いた意味・使い方を教えるというのは、本当

統のある福島ロータリークラブに入会させていただき、

の意味や使い方を知らないと教えられないものであり、

少しでもお役に立てるよう、勉強をしたいと思っており

私のレベルに合わせた単語を使ってくれた、先生達にい

ますので、皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い

つも感謝をしておりました。今となっては、時間が過ぎて

申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
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地 区 大 会 伝 達
国際ロータリー表彰

●ロータリー賞【プラチナ賞】
直前会長 右近八郎 会員

RI・ロータリー財団より

●「Every Rotarian,Every Year」クラブ
● 100% ロータリー財団寄付クラブ
● End Polio Now「歴史をつくるカウントダウン」
キャンペーン

ロータリー賞【プラチナ賞】

右近八郎 直前会長へ賞状を伝達

RI 第 2530 地区より

●新会員入会者数上位クラブ（第 1 位）
●ロータリー財団表彰 年次寄付・恒久基金寄付額第 4 位
年次寄付目標達成クラブ
●米山記念奨学会表彰 寄付総額第 2 位
第 34 回米山功労クラブ
●地区アクション表彰 クラブ会報部門 優秀賞
END POLIO 賞 最優秀賞
My ROTARY100% クラブ賞

●公共イメージ ･IT 委員会委員長

相良

元章 会員

●永年在籍 40 年

白岩

●永年在籍 30 年

加藤

●米寿会員

阿部

力哉 会員

● 91 歳以上会員

安藤

錬雄 会員

「Every Rotarian,Every Year」
クラブ（バナー）

クラブ各表彰

● PHF

菅沼

裕 会員

康夫 会員

菅野

晴隆 会員

義朋 会員

三浦

康伸 会員

●米山功労者マルチプル（第 5・第 6 回）

安藤

錬雄 会員

●米山功労者マルチプル（第 3 回）

安藤健次郎 会員

白岩

康夫 会員

森岡

●べネファクター

相良

元章 会員

日比野恒夫 会員

●マルチプル PHF（第 5 回）

右近

八郎 会員

●マルチプル PHF（第 3 回）

相良

元章 会員

●マルチプル PHF（第 1 回）

日比野恒夫 会員
丹治

●米山功労者マルチプル（第 2 回）
●新米山功労者

幸江 会員

草野

武夫 会員

小林

仁一 会員

金子與志人 会員

正博 会員

新会員入会式

退会あいさつ

●農林中央金庫
福島支店

か とうひろ き

支店長 加 藤 弘 樹 様
（紹介者 古俣 猛 会員）

●みずほ証券
福島支店
支店長 茂成直政 会員
（記念品・バナー贈呈）
みずほ証券静岡支店長へ
ご栄転となります。
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私のひとこと

幹 事 報 告

伊藤雄治 会員

先日 JR が「ムーンライトながら（通称 :
大垣夜行）」の運行廃止を発表。お金はな
いが時間はある学生時代にお世話になった「青春 18 きっ
ぷ」ですが、本稿ではおととしの暮れに小生が「青春 18
きっぷ」をフル活用したひとり旅をご紹介します。
2019 年 12 月某日、夜 11 時過ぎの東京でムーライトな
がらで大垣を目指し出発。大垣→米原→敦賀→西舞鶴を
経て京都丹後鉄道に乗り換え天橋立へ。逆さ天橋立を見
た後は鳥取で一泊。翌朝、鳥取砂丘を散策し境港へ。そ
の後、米子→出雲市で一泊。翌朝、出雲大社に参詣のの
ち萩へと向かうも、途中、代替バス乗車しつつ、鈍行列
車がつながらずひと区間（浜田 - 益田）特急列車に乗る
という大人の裏技で何とか目的地へ到着。
翌朝は最終日に東京へ戻る最低条件である岡山に向け
て出発。ところが、ここでこの旅最大のピンチが発生 ! 乗
り換えの長門市を目前に車両故障の影響で瀬戸内の厚
狭への列車に乗れなくなることに。この時点で鈍行列車
のみでの帰京が詰んでいたのですが、なんと、JR 西日本
の粋な計らいで同じ目的地 4 名をタクシーで送っていた
だき（タクシー代 12,000 円は JR 西日本持ち、感謝 !）
、無
事予定時刻に厚狭に到着し、奇跡的に岡山に到着。翌朝、
岡山後楽園、岡山城を散策したのち深夜無事帰宅。
ということで、コロナ禍で旅をすることがままならな
い日が続きますが、早く旅ができる日が戻ってくること
を祈念して。

お知らせ

■東京四谷ロータリークラブが、福島県立医科大学附属
病院で「病と闘っている子どもたち」に元気を与えた
いとの思いから、
「病と闘う子どもときょうだいの絵
画展」を 4/28（水）から 5/2（日）までコラッセふくし
ま 1 階ロビーアトリウムでパンダハウスの皆様と共催
で開催します。本日チラシを入れていますが、是非お
時間ある方はお願いいたします。
■ 4/11（日）の地区大会では、公共イメージ・IT 委員会委
員長 相良元章会員が、ディスカッションリーダーを務
め、多くの会員の皆様にご視聴いただきありがとうご
ざいました。ガバナー事務所より礼状が届いています。
■ 4 月ロータリーレートは 1 ドル 110 円となりますので、
お知らせいたします。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
4月29日
（木）

祝日の為休会

5月  6日
（木）

祝日の週の為休会

5月13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

「近未来の食料・農業・農村 ー新潮流と変わらぬ本質ー 」
福島大学食農学類学類長 生源寺 眞一 様
■ 5 月誕生祝

5月20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
JRA 福島競馬場に植樹したモニワザクラ
JRA福島競馬場の藪場長
より、創立 70 周年記念で植
樹したモニワザクラの写真
をいただきました。
春になり、綺麗に花を咲
かせました。

ネッツトヨタ福島㈱ 取締役会長 大沼 健次 会員

新会員スピーチ
■「友」紹介

5月27日
（木）

佐藤充孝税理事務所 税理士 佐藤 充孝 会員

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

ひろやまメンタルクリニック 院長 廣山
JRA 福島競馬場 場長

ニコニコBOX報告

本日の投入額 40件 ¥84,000 累計 ¥2,187,000

五阿弥 宏安 会長
加藤弘樹さんの入会を心から歓迎いたします。表彰を受け
られる会員の皆様、本当におめでとうございます。そしてあ
りがとうございます。
佐藤 美奈子 幹事
櫻井会員、鈴木会員の新会員スピーチ楽しみにしています。
茂成 直政 会員
人事異動で静岡支店に異動となりました。2 年間大変お世
話になりました。静岡にお越しの際は、是非お声かけ下さい。
ありがとうございました。
加藤 弘樹 会員
本日入会いたします加藤弘樹と申します。何卒よろしくお
願いいたします。
白岩 康夫 会員
永年在籍 40 年、91 歳以上会員のお祝い有難うございます。
ロータリーのお陰で元気にしています。
大沼 健次 会員
櫻井、鈴木会員のスピーチを楽しみに ! !
渡辺 健寿 会員
茂成直政会員の退会残念ですが、ご栄転をお祝いいたしま
す。今後のご活躍を祈念いたします。加藤弘樹さんのご入会、
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藪

祐治 会員
政勝 会員

［報告］ 二階堂宏樹 委員

心より歓迎いたします。
幡 研一 会員
1. 加藤弘樹会員の入会を歓迎して。
2. 櫻井会員、鈴木会員のスピーチを楽しみにして。
古俣 猛 会員
本日入会の加藤弘樹さんの今後の活躍を期待しております。
内池 浩 会員
先週、喜多方の日中線しだれ桜、実に見事でした。
中川 俊哉 会員
70 周年記念ワイン美味しくいただきました。ありがとうご
ざいました。
櫻井 英樹 会員
本日、皆様の貴重なお時間を頂戴して、新入会員スピーチ
をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
───────────────────────────
クラブ会員より 安斎圭一／安藤健次郎／伊藤雄治／岡田新
也／荻野誠也／小原 敏／小原孝嗣／管野裕一／熊谷 謙／後藤
忠久／相良元章／佐々木高敏／佐藤英典／茂田士郎／菅沼 裕
／鈴木朋恵／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／土屋敦雄／
坪井大雄／二階堂宏樹／半沢治久／村上守人／森岡幸江／
藪 政勝／山貫昭子／吉田大樹

