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【例会場】福島市上町 4-30
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2021年 7月 29 日

【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

http://www.f-rotary.com
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

本日の芳見様、大槻様の入会、心から感
謝し歓迎申し上げます。
そして、本日の例会は「ガバナー公式
訪問例会」です。
志賀ガバナーより、本年度の地区方針や考え方等の
スピーチをいただく貴重な機会となります。
また、本日午前中に開催された「会長・幹事会」
「ク
ラブ協議会」においては、ガバナーからクラブ運営に関
しての多くのご助言、ご指導をいただいたところです。
2 年後の「右近ガバナー年度」に向けて、この公式訪
問を機に、より地区や分区とも協調しながら、その準
備を進めてまいりたいと思います。
また、福島クラブから地区委員長や委員として多く
のメンバーが地区に参加されております。会員の皆様
におかれましても地区・分区行事への積極的な参加協
力をお願いいたします。
次回例会は、コロナ禍により昨年度より延期をして
いたゲストスピーチ「廃炉・汚染水対策官 木野正登
様」になります。多くの会員の皆様の出席方よろしくお
願いいたします。

本日のプログラム

渡邊又夫 会員

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 8 月 12 日（木）祝日の週のため休会
■ 8 月 19 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
ガバナー補佐クラブ訪問
県北第一分区ガバナー補佐 佐藤宗弘 様
新会員スピーチ
ふくしま未来農業協同組合 代表理事組合長 数又清市 会員
＊「友」紹介

■ 8 月 26 日（木）
ゲストスピーチ

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

福島県障がい者スポーツ協会 書記

増子恵美 様

RI 第 2530 地区ガバナー

志賀 利彦 様

㈱福島民報社 代表取締役社長
芳見弘一 様
（紹介者 渡辺健寿 会員）
大槻スリープクリニック 専務 大槻美恵子 様
（紹介者 加藤義朋 会員）

メンター委嘱状交付

志賀利彦 様（いわき小名浜 RC）

RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐
佐藤宗弘 様（福島西 RC）
RI 第 2530 地区幹事

金子與志人

●本日 7/29（木）の例会と、次週 8/5（木）の例会は
新型コロナウイルス感染急拡大に伴い、感染防止
のためお持ち帰り弁当をご準備いたします。ご理
解のほど、よろしくお願いいたします。
● 7/31（土）米山記念奨学生体験発表会が Zoo ｍに
て開催されます。当クラブからは、加藤義朋 米山
記念奨学生カウンセラーが出席されます。
● 10/2（土）
、東京市ヶ谷の日本棋院本院にて「ロータリー囲碁同好会」
が開催されます。こちらはクラブ対抗戦となっており、大会参加は
メークアップになります。ご興味のある方は事務局までお問い合わ
せください。
●次週、福島西 RC の例会は 8/1（日）福島駅西口清掃後の午前 6 時 30
分より早朝例会となります。
● 7 月ロータリーレートは、1 ドル 111 円となりますのでお知らせい
たします。

入会式

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
RI 第 2530 地区ガバナー

2021-22 年度幹事

ガバナー公式訪問スピーチ

ロータリーソング
「福島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第4 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

蛭田修二 様（いわき小名浜 RC）

RI 第 2530 地区県北第一分区幹事
佐藤卓立 様（福島西 RC）
RI 第 2530 地区県北第一分区幹事
黒澤信之 様（福島西 RC）
新会員

㈱福島民報社 代表取締役社長

芳見弘一 様

新会員

大槻スリープクリニック 専務 大槻美恵子 様

坂本壮敏会員メンター
加藤弘樹会員メンター
寺田充会員・芳見弘一会員メンター
畠山良平会員メンター
大槻美恵子会員メンター

米山功労者 伝達
第８回マルチプル
第３回マルチプル

丹治正博
古俣 猛
渡辺健寿
後藤忠久
加藤義朋

会員
会員
会員
会員
会員

小林仁一 会員
右近八郎 会員・今井理基夫 会員

各委員会報告

■例会小委員会
ニコニコBOX 担当

浦部 博 委員
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ガバナー公式訪問スピーチ
RI 第 2530 地区ガバナー

志賀 利彦 様

いわき小名浜 RC 所属の志賀利彦でございます。去る 7
月 1 日にガバナーを拝命し、郡山クラブを皮切りに公式訪
問を始めさせていただいております。今年度 RI 会長シェ
カール・メータ氏は「奉仕しよう みんなの人生を豊か
にするために」とのテーマを掲げました。私はこのテーマ
をうかがい、非常に感動いたしました。一番はわかりやす
い、そして理に適った言葉だと思います。自分も豊かにな
らなければ人に奉仕することができない、本当にそう感
じました。このテーマをもとに地区の方針を立てさせて
いただきました。
私の家族は家内と娘、息子の 4 人です。息子と娘はとも
に障害をもつ身体ですが、家族 4 人励ましあって仲良く暮
らしております。今日は私の今までの人生の歩みをご理
解いただき、ロータリーへつなげて参りたいと思います。
私の父は終戦近くに農家の二男として生まれましたが、
農業を継ぐ思いは叶わず、代用教員の道を選びました。私
は現在、電気工事業をなりわいとしておりますが、それは
56 歳の若さで他界した父の仕事を 25 歳で引き継ぐことに
なったからでした。
当時父は代用教員として福島・郡山・会津・いわきな
ど転勤生活を送る中、会津で今は亡き母と結婚しました。
その間、会津からの出稼ぎ者を多数紹介したこともあり、
日立製作所とのご縁をいただきました。父は開拓者とし
て働いてみたいということで、いわき市の山の中で果樹
園を営みました。私どもが成長すると共に教育のことを
考えて町に出ようということで、日立とのご縁もあり職
を変えて電気工事関係の仕事を始めました。当時は、黎明
期のコンピューターの電源装置の仕事、そして変電所の
電気工事など、多くの仕事に恵まれました。変電所と申し
ますとあまり馴染みはないかと思いますが、送電線の鉄
塔を想像いただきたいと思います。あそこには 6 万ボルト
から超高圧の 100 万ボルトまで走っています。私もこの分
野の仕事が好きでしたので、仕事に没頭しました。そんな
折、日産自動車がいわき市に新工場を建設する話が持ち
上がりました。地元は喜びましたが、あるとき、横浜の追
浜工場の従業員との会話の中で、いわき工場への異動に
難色を示したのです。
「いわきでは満足に子供の教育がで
きないから」との理由でした。当時は全国の教育レベルを
比較する偏った統計調査などもあり、福島はいつも最下
等レベルとされていたことも影響したようです。私はい
わきの環境の素晴らしさを懸命に訴えましたが、聞き入
れられませんでした。地元の人間としてはまことに残念
で悲しい事でした。
私の母親は、私が障害児の子供二人を抱えていること
もあって「いじめ」には非常に敏感でありました。そうし
たことから私に対して、学校には尽くして欲しい、PTA
活動に積極的に関われば、先生もうちの子供たちに少し
でも気を配ってもらえるから、と口癖のように申してお
りました。当時、世はバブルの絶頂期で私の仕事も多忙
を極めておりましたので、とても役員を引き受ける状況
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にはなく、逃げていましたが、母に説得されて中学校の
PTA の役員を引き受けるようになりました。私は PTA な
んぞクソ食らえだ、と思っていた時期も確かにありまし
た。しかし、PTA に関わるようになってから、教育の必要
性を痛感したものでした。私の考え方を大きく変えてく
れた出来事でした。父親が代用教員をやっていたこと、い
わきの教育レベルをけなされたこと、PTA との出逢いな
ど、こうした背景もあって新たな人生の方向性が生まれ
ました。
ひょんな出会いで日立製作所 OB の方から「筑波秀英学
園が開校するのに 300 名ぐらい生徒を採用しようとした
ところ、800 数名採用し教室が埋まってしまったので、教
室をすぐ増築しなくてはならない」と声が掛かりました。
学校開校の二日前のことでした。私は開校式での生徒と
先生のやり取りを見ていて、目を輝かして希望に満ちた
子供たちの素晴らしい表情に大きな感動を覚えました。
こういう学校がいわきにあったらな、思い、無謀にも理事
長に「私もいわきで作ってみたい」とのお話をしました。
理事長は「ああいいよ、志賀さんにその気があるんだった
ら応援してもいいよ」と言われました。私を紹介した方の
お兄さんが事務局に勤めていて、向こうの理事長さんが
「良ければ、事務長をあなたの所に出してもいい」と言わ
れ、私は学校設立に向け一念発起した次第でした。それか
ら福島県の文書学而課通いが始まりました。
ところが県にお願いに行ったところ、それは 1995 年頃
の話ですが、
「間もなく少子化時代を迎え、県立高校さえ
定員割れしているのに、私立学校を新設するなどとんで
もない」という最悪の状況で迎えられました。しかし 150
回近く県庁に通い、最後にはとうとう理解していただい
て 5 年の月日が経ちました。そんなことで平成 12 年 12 月
に福島県知事より学校法人いわき秀英学園の設立認可を
いただくことができました。これだけさまざまな方から
協力をいただいて作った学校ですから、あとは中身の問
題だと思い、大学進学率 100% の一流の進学校を作ること
を目標に掲げました。開校以来、定員確保や経営面でいろ
いろな苦労がありましたが、お陰様で今では県内でも私
立高校としての評価は高まりつつあり、2 年連続して東大
進学者を輩出したことを誇りに思っております。また、進
学率は 私は県内一ではないかと自負しております。
私は教壇に立つ資格はありません。私は工業高校卒で
あります。私、理事長以外の教職員は全員大学卒でありま
す。失敗したことも数え切れませんが、私は人との出逢い
を大切にしたいなと思います。私自身それほどの能力は
ございませんが、私の人生は人にものすごく恵まれたと
思っております。それはロータリーにおいても多々感じ
ます。こういう経験をどのようにロータリー活動に生か
していくか、それが私の課題であります。ロータリーとし
ましても現在、いろいろ多くの悩みを抱えています。そう
したものに対して一つひとつ力になりたい、解決して前
向きな方向に進んでいきたいと考えております。RI2530
地区といたしましても、皆さんのいろいろな知恵をいた
だきながら進めていきたいと思いますので、今後とも引
き続きご協力賜りますよう切にお願い申し上げ、私の自
己紹介を兼ねたご挨拶とさせていただきます。
（文責 情報小委員会）

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

会長・幹事会
■時間：9：00 ～ 10：15
■会場：4F「ペッシュ」
司会／金子與志人 幹事
１ . 会長歓迎挨拶
福島ロータリークラブ

■ RI第2530地区
県北第一分区
ガバナー補佐

■ RI 第 2530 地区
ガバナー

志賀 利彦 様

（いわき小名浜 RC）

坪井

大雄 会長

２ . ガバナー挨拶
RI 第 2530 地区

ガバナー

志賀

利彦 様

３ . 懇談

佐藤 宗弘 様

（福島西 RC）

■ RI 第 2530 地区
幹事

■ RI第2530 地区
県北第一分区
幹事

蛭田 修二 様

佐藤 卓立 様

（いわき小名浜 RC） （福島西 RC）

■ RI第2530地区
県北第一分区
幹事

黒澤 信之 様

クラブ協議会

（福島西 RC）

■時間：10：30 ～ 12：00

地区大会のお知らせ
地区大会が 11 月 6 日（土）
・7 日（日）学校法人いわき秀
英学園にて開催予定です。

■会場：4F「リエーブル」
司会／金子與志人 幹事

（１）会長挨拶

福島ロータリークラブ

坪井 大雄 会長

（２）来訪者紹介
志賀 利彦 様

RI 第 2530 地区ガバナー

（いわき小名浜 RC）

RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐

佐藤 宗弘 様
（福島西 RC）

蛭田 修二 様

RI 第 2530 地区幹事

（いわき小名浜 RC）

佐藤 卓立 様

RI 第 2530 地区県北第一分区幹事

（福島西 RC）

黒澤 信之 様

RI 第 2530 地区県北第一分区幹事

（福島西 RC）

（３）ガバナー挨拶
志賀 利彦 様

RI 第 2530 地区ガバナー

メ ン タ ー 委 嘱 状 交 付

（４）ガバナー補佐挨拶
RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐

佐藤 宗弘 様

（５）各委員会より活動計画の発表・報告
（６）ガバナー講評・質疑応答・助言
（７）閉会の挨拶及び謝辞

■坂本壮敏会員メンター
■加藤弘樹会員メンター
■寺田充会員・芳見弘一会員メンター
■大槻美恵子会員メンター

志賀 利彦 様
相良元章 会長エレクト

丹治正博 会員
古俣 猛 会員
渡辺健寿 会員
加藤義朋 会員
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米 山 功 労 者

私のひとこと

伝 達

損害保険ジャパン㈱
福島自動車営業部長

小野 悦也 会員

単身赴任ということもあり、比較的時間に自由もき
きますので、休みの日には時折サウナで心身を清めて
いました。伊達（R4 沿い）にある黄色い建物の「カッ
パ王国」をよく利用していました。
そこには旅芸人の一座の舞台を楽しみにする家族
や宿泊がてら大浴場やサウナ室で疲労を癒す長距離
運転手、地元の常連の方など、大勢のお客さんが足を
運んでいました。過去形なのは、
「カッパ王国」が残念
ながら昨年閉鎖してしまったためです。アフターコロ
ナも見据え、サウナーの方がいらっしゃればお薦めの
オアシスをお教え賜れますと幸いです！

■第8 回マルチプル 小林仁一 会員
■第3回マルチプル 右近八郎 会員・今井理基夫 会員

入 会 式

88 歳 米 寿 の お 祝 い

志賀利彦 ガバナー より
阿久津肇 パストガバナー へ
花束贈呈

ニコニコBOX報告

［報告］ 浦部 博 委員

〈お客様〉
○志賀利彦 ガバナー
○佐藤卓立 県北第一分区幹事
本日はガバナー公式訪問に同行させていただきました。よろ
しくお願いいたします。
○黒澤信之 県北第一分区幹事
本日は志賀ガバナー公式訪問に同行させていただきました。
一年間佐藤宗弘ガバナー補佐共々、分区発展の為、務めてまい
りますので宜しくお願いいたします。
〈メッセージ会員〉
○阿久津 肇 会員
志賀ガバナー公式訪問ご苦労様です。長丁場ですので健康に
ご留意されますように。
本日 88 才（米寿）の誕生日です。老骨に鞭打ちもう少しロー
タリーに務めたいと思います。
芳見様、大槻様のご入会を歓迎して。
○大槻美恵子 様
福島ロータリークラブへ入会させていただき、その光栄と喜
びをかみしめております。
○大沼 健次 会員
ガバナー志賀氏の来訪ありがとうございます。福島民報芳見
社長の入会を祝して！
○加藤 義朋 会員
志賀ガバナー公式訪問を記念して米山寄付をいたしました。
RI 第 2530 地区・地区役員の歓迎をいたします。新入会員・芳
見弘一様、大槻美恵子様に期待します。
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■大槻スリープクリニック
■㈱福島民報社
代表取締役社長 芳見弘一 様
専務 大槻美恵子 様
（紹介者 渡辺健寿 会員） （紹介者 加藤義朋 会員）

本日の投入額 48件

○五阿弥 宏安 会員
志賀ガバナーの公式訪問、ありがとうございます。芳見さん
と大槻さんの入会を歓迎いたします。ぜひ楽しんで下さい。
○古俣 猛 会員
志賀ガバナーお疲れ様です。本日は勉強させていただき
ます。
○長谷部 一雄 会員
志賀ガバナーの来訪を歓迎して！
○幡 研一 会員
オリンピックでの日本選手の大活躍、嬉しい限りです。
○芳見 弘一 様
福島ロータリークラブへ入会させていただき、ありがとうご
ざいます。
○渡辺 健寿 会員
志賀ガバナーの公式訪問ありがとうございます。よろしくご
指導の程お願い申し上げます。芳見弘一さんのご入会、心より
歓迎いたします。ロータリーを大いに楽しんでください。
○坪井 大雄 会長
志賀ガバナー公式訪問を歓迎して。芳見様、大槻様の入会を
歓迎して。
○他に／伊藤雄治／今井理基夫／植田リサ／内池 浩／浦部 博
／岡田新也／荻野誠也／加藤弘樹／金子與志人／菅野 晋／
小林仁一／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤充孝／佐藤美奈子／
茂田士郎／白岩康夫／菅沼 裕／田沼紀美子／反後太郎／丹治
正博／寺田 充／中川宏生／二階堂宏樹／新田良一／藤井 守／
村上守人／森岡幸江／八代大輔／薮 政勝／八巻恵一／山崎高
寛／渡邊又夫／渡辺泰子

