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創立 70 周年記念大会
会長式辞

2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

福島ロータリークラブは創立 70 周年を迎えました。本
日は鈴木正晃副知事、木幡浩市長をはじめ、石黒秀司ガ
バナーやパストガバナーの皆様、県北第一分区の会長・
幹事、また、子クラブの会長・幹事の皆様をご来賓とし
てお迎えして記念式典を開催できますことは、誠に慶び
にたえません。ようこそご出席くださいました。心より
感謝申し上げます。なお、コロナ禍の中、参加者を制限さ
せていただきました。どうかご容赦とご理解を賜りたく
存じます。
我がクラブが創立された 1951 年は敗戦から 6 年後です。
当時は占領下にあって戦争の傷跡がまだ癒えない時代で
した。陶器などの輸出品には「オキュパイド・ジャパン（占
領下の日本）」のラベルが張られた時代でもありました。
創設からずいぶん時がたったものです。この間、日本は主
権を回復し、奇跡の経済復興を遂げました。歩調を合わせ
るように福島ロータリークラブも活動の輪を広げ、発足
時 29 名だった会員は今や 90 名以上と確固たるクラブに
成長しました。
ロータリークラブは「人生の道場」と言われます。さま
ざまな地域のリーダーたちが出会い、友情を深め、奉仕の
理念を共有しながら切磋琢磨していく。一人ひとりの会
員に得難い人生の体験が積める場となっています。礎を
築かれた先輩諸氏のご尽力と地域の皆様のご理解・ご支
援の賜物であり、改めて感謝申し上げます。
しかし、ここに至る道は決して平たんなものではあり
ませんでした。バブル経済の崩壊やリーマンショックで
苦しい思いをした会員も少なくありません。しかし、最大

の苦難は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と東京電力福島
第一原子力発電所の事故でしょう。震災直前まで準備が
進められていた創立 60 周年の記念式典も中止を余儀なく
されました。この時、全世界のロータリアンが被災地に温
かい支援の手を差し伸べてくれました。このことを私た
ちは決して忘れてはならないと思います。
そして迎えた 70 周年。今度はコロナ禍という未曾有の
事態にみまわれました。
「3 密」を避け、ステイホームが求
められる中、ロータリー活動にとって一番大切な例会を
中止せざるをえない事態にも陥りました。オンラインで
の例会も試みましたが、やはり実際に会員が集い、話を交
わす例会に優るものはないというのが実感です。今回の
記念大会もぎりぎりまで開催方法をどうするか議論を重
ね、祝賀会を取りやめる形で何とか開催にこぎつけた次
第です。今回の記念式典には 60 周年と合わせて 20 年分の
会員の思いが込められていると言っても過言ではありま
せん。
幸いだったのは記念事業として準備してきた福島ゆか
りのモニワ桜の植樹、市内 3 つの中学校への運動用具の
寄贈、県立図書館への図書の寄贈、フィリピンの小学校へ
の学習用具の寄贈、そして国際ロータリーのポリオ根絶
大使であるジュディ・オングさんの講演会などはすべて
実施することができたことです。ご協力いただいた会員
の皆様や多くの関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
未曾有のコロナ禍で世界中が混乱に陥っている最中で
はありますが、分断や対立が目立つ時だからこそロータ
リーの親睦と奉仕の理念を社会に発信していくことは意
味あることであり、大事なことだと考えます。
この栄えある記念の日にあたり、会員一同が心を新た
にしてロータリアンとしての責務を深く胸に刻み込むと
ともに、歴史と伝統のある福島ロータリークラブの原点
を振り返り、新しい歴史と伝統を創り出していく契機と
いたす所存です。ご出席いただいた皆様の一層のご指導、
ご支援をお願い申し上げ、会長式辞といたします。本日は
誠にありがとうございます。
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福島ロータリークラブ

創立70
70周
周年記念大会
3 月 27 日（土）14 時よりウェディングエルティにて、創
立 70 周年記念式典を開催いたしました。式典には福島ク
ラブ会員の他、鈴木正晃福島県副知事、木幡浩福島市長、
国際ロータリー第 2530 地区 石黒秀司ガバナーはじめ多
数の御来賓の方々、地区内のクラブ会長、幹事にご臨席を
いただきました。
舩山花菜さんのマリンバの祝奏にはじまり、渡辺健寿
実行委員長挨拶、五阿弥宏安会長式辞、来賓祝辞、メッ
セージ・祝電披露ののち、歴代会長 10 名、並びに米山特
別寄付加藤義朋会員・特別功労大関静江様へ感謝状贈呈、
そして、阿久津肇パストガバナーへの特別表彰贈呈とつ
づきました。
内池浩記念事業部会長からは 70 周年記念事業報告、右
近八郎 RI 第 2530 地区ガバナーノミニー・デジグネート
からは「未来にむけて」の発表がありました。
この 70 周年記念大会を通して、歴史と伝統のある福島
ロータリークラブの原点を振り返るとともに、新しい歴
史と伝統を創り出していく契機にしたいと願っています。

式典次第
司

会

鈴木

１．開会点鐘
〈祝奏

勇人・渡辺
会長

泰子

五阿弥宏安

マリンバ演奏〉

２．開会の辞

実行副委員長

幡

研一

ソングリーダー

渡邊

又夫

実行委員長

渡辺

健寿

３．国歌斉唱
４．ロータリーソング「奉仕の理想」

５．物故会員追悼（黙祷）
６．実行委員長挨拶

７．ご来賓並びにご来訪クラブ紹介

幹事

佐藤美奈子

８．会長式辞

会長

五阿弥宏安  

９．来賓祝辞

  福島県知事

内堀

雅雄 様

福島市長

木幡

浩様

RI 第 2530 地区ガバナー

石黒

秀司 様

10．メッセージ・祝電披露

副会長

相良

元章

記念事業部会長

内池

浩

11．感謝状贈呈
五阿弥宏安 会長

幡

研一 実行副委員長

12．特別表彰
13．70 周年記念事業報告
14．未来にむけて
RI 第 2530 地区ガバナーノミニー・デジグネート

渡邊又夫 ソングリーダー

佐藤美奈子 幹事
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渡辺健寿 実行委員長

内池

浩 記念事業部会長

15．閉会の辞

実行副委員長

16．閉会点鐘

会長

司会：鈴木勇人 会員、渡辺泰子 会員

右近

八郎

後藤

忠久

五阿弥宏安

マリンバ祝奏

実行委員長あいさつ

記念大会実行委員会
委員長

渡辺

健寿

本日、ここに福島県知事様、福島市長様、国際ロータリ
ー 2530 地区ガバナー石黒秀司様はじめご来賓の方々のご
臨席をいただき、また、多数のロータリアンをお迎えして
創立 70 周年記念式典を挙行できますことは、私たち福島
ロータリークラブの大きな喜びであります。
このたびの創立 70 周年記念大会につきましては、新型
コロナウイルスの問題が生じ、対応を苦慮いたしました
が、70 年の歴史と伝統を心に刻む記念大会を実現したい
との当クラブ会員の思いから、祝賀会は見合わせながら、
新型コロナ感染防止の対策に配慮し、ご案内の人数を制
限して記念式典を執り行うこととした次第です。皆様の
ご理解とご協力に御礼申し上げます。
さて、福島ロータリークラブは東京ロータリークラ
ブと仙台ロータリークラブをスポンサークラブとして、
1951 年（昭和 26 年）1 月 1 日創立され、同年 3 月 23 日国際
ロータリー加盟承認（登録番号 7734）を受け、本年創立 70
周年を迎えました。
当クラブが奉仕の理念のもとロータリー活動を積み重
ね創立 70 周年を迎えることができましたことはスポンサ
ークラブはじめ多数のロータリークラブ、先輩ロータリ
アン各位のご指導、ご支援、そしてロータリーの友情の賜
物と心より感謝申し上げます。
加えて、創立 70 周年の記念すべき年に機を同じくして、
当クラブの阿久津肇パストガバナーがロータリー最高の
賞とされる「超我の奉仕賞」を受賞されたことは、まこと
に喜ばしくクラブ会員一同誇りとするところであります。
当クラブは、創立 70 周年記念事業として教育支援事業、
記念植樹事業、ポリオ根絶支援事業を実施いたしました。
教育支援事業として、県立図書館「県民のくらし応援文
庫」に図書を寄贈、市内中学校 3 校に運動用具を寄贈、フ
ィリピン・マランダイ小学校へ学習本、タブレット、プリ
ンターを寄贈いたしました。記念植樹事業として、福島市
ゆかりのモニワザクラの苗木を、ふくしま植樹祭、信夫山
おみさか広場、福島競馬場に寄贈、植樹をいたしました。
ポリオ根絶支援事業として、国際ロータリーポリオ根絶
大使ジュディ・オング氏を講師に迎え講演会を開催いた
しました。また、クラブ創立 70 周年を記念して、米山奨学
会へ特別寄付をいたしました。後ほど記念事業の詳細を
ご報告させていただきますが、これらの記念事業を通し
てクラブ会員同士の心を結集し、地域の方々にロータリ
ー奉仕の精神への理解と協力を深めていただく契機とす
ることができたと思います。福島ロータリークラブは、創
立 70 周年を節目としてさらに奉仕の活動を進め深めてま
いります。
むすびに、本日の式典が、ご参集の皆様のご理解とご協
力により心に残る記念式典となりますよう祈念し、実行
委員長のあいさつといたします。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。

鈴木正晃 副知事

木幡浩 福島市長

石黒秀司 RI 第 2530 地区ガバナー

相良元章 副会長

感謝状贈呈を受けた会長並びに大関事務局員

御礼挨拶：茂田士郎 会員

特別表彰紹介：古俣猛 会員

右近八郎 ガバナーノミニー・
デジグネート

後藤忠久 実行副委員長

坪井大雄 実行幹事

箱岩偉 実行幹事
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創立70周年記念 特別表彰授与 御礼のことば

創立 70 周年記念事業
創立 70 周年の年度を迎え、教育支援事業、記念植樹
事業、ポリオ根絶支援事業を実施しました。

１．教育支援事業

パストガバナー

阿久津

肇

阿久津肇パストガバナーへの特別表彰

福島ロータリークラブ創立 70 周年に当たり、過分な表
彰を賜り身に余る光栄なことと存じます。
顧みますと 1977 年（昭和 52 年）に福島ロータリークラ
ブに入会して 44 年が経ち、その間様々なロータリー活動
を務めてまいりましたが、いずれの時にも福島ロータリ
ークラブの皆様に力強いお力添えを賜り、何とか責めを
果たすことができました。
また、この度国際ロータリーより「超我の奉仕賞」を授
与される名誉に浴しましたが、当 2530 地区では 3 人目の
受賞になります。これも皆様のご支援の賜物であり、この
名誉は皆様と分かち合うものと肝に銘じております。
私のロータリー活動の中で、具体的に何が受賞の対象
になったのか定かではありませんが、恐らくその一つに
福島ロータリークラブに事務局を置いた「あぶくま清流
協議会」の活動があったものと推察しています。
思い起こしますと、2001 年に国土交通省より東北地方
一級河川 26 のうち阿武隈川の汚染がワースト 1 という大
変ショッキングな発表がきっかけであります。
そのような事情もあって、私のガバナー年度 2002 年 10
月の地区年次大会で「ふる里の水をきれいにするために」
というテーマでシンポジウムを開催しました。
その時のパネリストから「この状況の中で、ロータリー
こそがふる里の大河・阿武隈川の水質浄化に取り組むべ
きではないか」と提言がなされました。
それがきっかけとなり、翌年 2003 年 12 月、郡山市にお
いて「阿武隈川の水質浄化の推進と水環境向上を目的」と
し、阿武 隈川 239km 流 域 40RC（2530 地区 36RC、2520 地
区 4RC）の賛同を得て「あぶくま清流協議会」を設立、18
名の役員・理事が選出され、推されて私が会長に、同時に
当クラブから白岩康夫副会長、渡邉又夫事務局長が選任
されました。
最初の事業として 2005 年 4 月 24 日、ロータリー創立
100 周年事業を兼ねて白河甲子高原において「源流域事
業」を実施しました。これは白河西 RC を主管として、地
元自治体関係者、小学生、ボーイ・ガールスカウト、そし
て多数のロータリアンが参加し、その中には宮城県柴田
RC、岩沼 RC、山形県米沢中央 RC からも応援に駆けつけ
てくれました。
その後、更に郡山と福島で「中流域事業」
、梁川で「下流
域事業」
、宮城県岩沼で「河口域事業」を実施し、その都度
植樹、稚魚放流、生活排水キャンペーン、ゴミ拾い、シン
ポジウムや講演会などを継続しました。
いずれの時にも白岩康夫副会長、渡邉又夫事務局長に
は大変なご尽力を賜りましたことを思い出し、改めて感
謝申し上げます。
こうして 8 年間活動を続け、アユやサケの遡上も見ら
れるようになり、阿武隈川の水質改善に一定の効果をあ
げることができましたので、協議会を解散しましたが、こ
れらの活動は「ロータリー猪苗代湖水環境協議会」に受け
継がれ、現在に至っています。
私はご覧のように高齢でありますので、この後何時ま
でロータリー活動できるか定かではありませんが、受賞
を機に地区、クラブそして地域社会のために少しでもお
役に立てれば、と念じています。
以上御礼の言葉といたします。有難うございました。
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２．記念植樹事業

3．ポリオ根絶支援事業

４．米山記念奨学会
  クラブ創立記念特別寄付
下記 URLが 70 周年記念式典の YouTube URLになります。
ジュディ・オングさんの部分が著作権に関わりますので、
一般公開ではなく、限定公開の専用 URL になります。
YouTube の URL は、こちらです。

https://youtu.be/HbZ7VFT-ryA

