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福島ロータリークラブ会報

【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
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【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

台風一過の青空の下、会員のご家族
の皆様やインターアクトクラブのメン
バー、そして青葉学園の生徒さんたちと
協力して「モニワザクラを増やそう」プロ
ジェクトを開催することができました。
準備・運営にあたられた担当委員会の皆様、そしてご
指導ご協力いただいた福島天香園様に感謝いたします。
先輩方から受け継いだ「モニワザクラ」事業を本年度も実
施できたことをうれしく思っております。また、
「緑の募
金」活動への協力もありがとうございました。
本日は、県北第一分区佐藤ガバナー補佐、黒澤分区幹事
にご来訪いただき、スピーチもお願いしております。
残念ながら地区大会は、日程短縮、人数制限での開催と
なりましたが、クラブ会員の皆様につきましては、当日
YouTube で同時配信されますので、ご視聴いただきます
様お願い申し上げます。また、地区大会以外にも地区・分
区のイベント、セミナー等も続きますので参加、協力をよ
ろしくお願いいたします。

新会員スピーチ

本日のプログラム

ガバナー補佐スピーチ

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第10 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

渡邊又夫 会員

2021-22 年度幹事

金子與志人

● 10/17（日）13 時より郡山市にあるゲ
ストハウス・シンプソンにて「レディ
ロータリアンとの交流の集い」が開催
されます。申し込み締め切りが 5 日と
なっておりますので、ロータリーへ入会をお勧めした
い女性のご友人等いらっしゃいましたら早めのお申込
みをお願いいたします。
● 10/23（土）猪苗代湖天神浜にて漂着水草回収事業を
予定しております。現在参加者 12 名となっております
ので、こちらも早めにお申込みくださいますようお願
い申し上げます。
●本日例会終了後、10 月理事会を開催いたします。
会場は5階となりますので、よろしくお願いいたします。
● 10 月ロータリーレートは、１ドル 112 円となります
のでお知らせいたします。
農林中央金庫 福島支店長
RI 第 2530 地区県北第一分区 ガバナー補佐

加藤 弘樹 会員
佐藤 宗弘 様

10 月誕生お祝い
ごあいさつ

江花 亮 会員

各委員会報告
｢四つのテスト｣ 唱和

新田良一 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
佐藤宗弘 様（福島西 RC）

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

■社会奉仕小委員会
「モニワザクラ接ぎ木プロジェクト」報告
接ぎ木作業ビデオ上映
佐藤美奈子 小委員長

■例会小委員会

ニコニコ BOX 担当

伊藤雄治 委員
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ
農林中央金庫福島支店
支店長

加藤 弘樹 様

2021 年 4 月 1 日付けで農林中央金庫福島支店長に着任い
たしました加藤弘樹と申します。本日は、このような新会
員スピーチの機会を与えていただき、心より感謝申し上げ
ます。何卒よろしくお願いいたします。
これまであまり福島とはゆかりのない人生を送ってきて
しまいましたが、福島は、名所・豊かな自然、美味しい食べ
物・美味しいお酒などがあふれていますので、これから存
分に堪能してまいりたいと考えています。
私のことをもっと知っていただくために、私の生い立ち
や、これまでの農林中金での業務経験等について、以下ご
紹介させていただきます。
私は、父の転勤の関係で北海道札幌市の斗南病院で生ま
れました。ただ、1 年ほど小樽に住んだだけで、すぐに加藤
家の実家である東京都中野区に引っ越してしまいましたの
で、北海道の記憶はありません。その後はずっと東京で育
ちました。
学生時代においては、私の頭の構造は完全に理系であり
ました。得意は数学と理科、特に物理が好きで、苦手は国語
と日本史でした。なので、自分の中では大学は理系に進む
しかない、と思っていたのですが、高校 2年生の進路選択の
際、父から、当たり前のように「文系を目指すように」と言
われました。というのも、加藤家は私の祖父、父と 2 代続く
裁判官の家系で、当然のように法曹界を継ぐことが求めら
れたのでした。今から思えば、大の国語嫌いが、国語を日々
の仕事にするかのようなことを求められた訳で、何と理不
尽なことかと思いますが、とても厳格な家庭でしたので逆
らえるわけもなく、本当に文系を目指すことになってしま
いました。そんなことなので、大学受験では本当に苦労の
連続でしたし、大学進学後も司法試験合格を目指し、人よ
り長い年数大学に通うことになってしまいました。その間、
親に反発して 1 ヶ月以上家出をしたこともありました。家
出をしているとき、ようやく冷静に自分の将来について考
えるようになりました。
「このまま親の言う通り法曹界に
入ったとしても自分らしい人生を送ることはできない。自
分の 1 度きりの人生なので自分の納得がいく人生を歩も
う。
」と、ようやく気持ちを吹っ切ることができました。そ
して、思い切って親の意向に背き、民間就職を目指すこと
にしました。
就職活動にあたっては、大学では経済学部に在籍しまし
たし、受かりませんでしたが司法試験もやっていましたの
で、何となく金融機関に適性があるのではないかと思って
いました。そうした時、リクルート資料の中に、
“意味のあ
る銀行”という農林中央金庫のパンフレットに目が止まり
ました。パンフレットを読み進めると、単なる金融機関で
はなく、日本の農林水産業の発展に貢献するという目的の
ために存在している、と書いてあり、ここに強く共感して
しまいました。自然や生き物が大好きな性分も相まって、
農林中央金庫に就職を決めました。因みに、現在も、単身赴
任のマンションで、たくさんの家庭菜園をやっていますし、
カブトムシも育てています。
就職後は、もっと色んな支店勤務を経験し、農林水産業
の現場で活躍したかったのですが、結果的に東京勤務が長
くなってしまったのは大変残念でした。ゆえに、今回福島
勤務を命ぜられ、大変嬉しく感じています。
皆さんは、農林中央金庫とは何をしているのか、あまり
なじみがないと思いますので、簡単に紹介させていただき
ます。資産規模は 100 兆円を超え、日本の金融機関の中で
トップクラスの大きさがあります。業務内容は大きく分け
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て 2 つの顔があり、1 つには「農林水産業の発展に貢献する
顔」
、もう 1 つは「世界で名の通った機関投資家の顔」であ
ります。
私はこの 2 つの顔のうち、主に農林水産業の発展に貢献
する業務に従事してきました。私がこれまで経験してきた
業務の中では、以下の 2 つの仕事が特に強く印象に残って
います。
1 つ目は、20 代半ばで経験しました某水産団体の経営再
建です。ちょうど金融ビッグバンという金融制度改革によ
り、自己査定や償却・引当の厳格化が求められていた時代
で、これをまともに導入すると当該水産団体が破綻に陥っ
てしまう可能性がありました。そこで私は、まずは当団体
に対し、行政の金融規制強化の方針転換について熱心に説
明しました。しかし、当団体の人たちからは「そんなはずは
ない。組織を潰しに来たのか」として猛烈な抵抗に遭いま
した。それにもめげず、時には自ら当団体の事務所内に泊
まり込み、徹夜を繰り返し、組織の再生のために一生懸命
な姿を見せ続けました。徐々に信頼関係が生まれていき、
ともに徹夜をしながら再建計画作りに没頭するようになっ
ていきました。まさに農林中央金庫の“意味のある銀行”を
実感した瞬間でした。その後、蜘蛛の糸を通すような綱渡
りの連続のすえ、ようやく経営再建計画が整い、この組織
は無事に経営再建の道を歩むことになりました。若くして
このような重責を担う経験をさせてもらえたことは、今で
も私にとって大きな財産と心の支えになっています。
2 つ目は、30 代後半で経験しました理事長秘書業務であ
ります。農林中金の組織トップである理事長には、長らく
農水省の事務次官経験者が就いてきました。私は最後の農
水省出身となる理事長にお仕えしました。この理事長の任
期終盤、リーマンショックが起きました。農林中金は、海外
運用において「nochubank」として世界的に名の通った機関
投資家です。海外運用規模も国内で最も大きかったことか
ら、リーマンショックの影響を最も大きく受けることとな
りました。日に日に財務が悪化していく過程をたどり、理
事長は何度か国会証人喚問を受けるに至りました。理事長
宅には連日マスコミが押し寄せる事態ともなりました。結
果的には、会員からの支援を受けて危機を乗り切ることが
できましたが、世の中の天下り批判が高まり、理事長は責
任をとって任期を残し退任しました。こうした一連の過程
において、私は、危機対応時の組織の動きのど真ん中に関
わることとなりました。また、理事長と理事長以外の役職
員との間の橋渡し役を果たしつつ、理事長の精神的支えの
役割も求められました。まだ一担当職員の分際で、時とし
てしんどい、様々な貴重な経験をさせてもらいました。こ
の時の経験が、私の精神力を高め、また業務上の引き出し
を格段に増やしてくれたと思っています。
以上お話してきましたとおり、自分では、これまでの人
生の中ではだいぶ苦労してきたと思っているのですが、残
念ながらお会いする皆さんにはあまりそれを感じていただ
けません。
「いつも楽しそうだね」とよく言われます。なの
で、今となっては、自分が死ぬ間際に人生を振り返ったと
き、色々あったけど、山あり谷ありの充実した良い人生だっ
たと思えたらいいかなと思うようにしています。
最後に、見た目はこんな小柄で華奢ですが、学生時代は
野球・テニス・陸上など、スポーツばかりやっていました。
また、社会人 1 年目の時には、農協系統組織の全国規模の野
球大会において、東北・北海道ブロックの代表として、福
島の県営あずま球場のマウンドでピッチャーとして投げた
経験もあります。ゴルフも下手ですが一応やりますので、
機会があれば是非ご一緒させていただきたいと思います。
新型コロナウイルス禍の中で、皆様と密なお付き合いを
する機会が制約されてしまっているのが大変残念ですが、
機会がある限り、この伝統と格式ある福島ロータリークラ
ブに参加させていただきたいと思っておりますので、今後
とも何卒よろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

ガバナー補佐スピーチ
RI 第 2530 地区県北第一分区
ガバナー補佐

佐藤 宗弘 様

ロータリークラブは 200 以上の国と地域に 525 の地区が
あり、それらの地区がさらに 34 のゾーンに分かれており
ます。日本には 34 の地区があり、3 つのゾーンから成って
おります。9 月 24 日現在、世界で 36,883 クラブ 1,191,640
名、国内では 2,223 クラブ 84,597 名となっております。
ロータアクトクラブは、世界で 10,643 クラブ 224,135 名、
国内で 300 クラブ 2,619 名となっております。
国際ロータリー理事会のメンバーは定員 19 名に事務総
長が幹事として加わって構成されております。
ロータリアンは 100 年以上にわたり、ロータリーの価値
観と伝統をあらわす基本理念に従って行動してきました。
「四つのテスト」
「ロータリーの目的」
「5 大奉仕部門」は親
睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダーシップというロー
タリアンの中核的価値観をあらわしています。
現在の国際ロータリーの戦略計画は、
「ロータリーのビ
ジョン声明」
「ロータリーの中核的価値観」
「ロータリーの
行動計画」4 項目の関係になっております。
ロータリーのビジョン声明：
「私たちは世界で、地域社
会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生む
ために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指して
います」このビジョン声明を実現するために行動計画が策
定されました。
このように過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは
進化を続け、ロータリーを時代に即した組織とするだけで
なく、繁栄させることができます。これが「ロータリーの
中核的価値観」です。
ロータリーの創立時は「親睦」
「奉仕」
「一業種一会員」な
ど、共有する価値観がありました。その後ロータリーは
「奉仕」
「親睦」
「高潔」
「リーダー育成」などを共有する価値
観へと変化してきました。そして現在は、
「中核的価値観」
「奉仕」
「親睦」
「多様性」
「高潔性」
「リーダーシップ」と変化
しています。
さらに、今後を見据えて「多様性」
「公平さ」
「インクルー
ジョン」
（DEI）の３つが求められております。現在、ロー
タリーの最優先事項は、会員基盤の成長と多様化によって
地域社会をより良く反映したクラブづくり、あらゆる文
化、経験、アイデンティティの人の参加を促すことです。
ロータリーは、様々な人が参加できる開放的な組織、全て
の人に公平で、善意を築き、社会に役立つ組織づくりに努
めています。
これらのことを学び活かすことにより、ロータリークラ
ブ、ロータリアンの成長は新時代を切り開くきっかけにな
るものと思っております。
ポール・ハリスの友達を作ろうから 116 年が経過した今
日、ビジョン声明、中核的価値観、行動計画と新しいロー
タリークラブに生まれ変わろうと努力しております。親睦
を中心としたロータリークラブから奉仕が出来るロータ
リークラブに変わろうとしています。時代の要求ニーズに
合うロータリーに変化していくことが大切だと考えます。

ポリオ根絶を目指して世界ポリオデーが今月 24 日に開
催されます。ポリオとは感染性の高い病気で、特に感染し
やすいのは 5 歳未満の子どもです。ポリオウイルスは人か
ら人へ感染し、神経系を侵すことで身体の麻痺を引き起こ
し、死に至らしめることもあります。治療法はありません
がワクチンで予防が可能です。日本では 1980 年を最後に
症例はありませんが海外からポリオウイルスが入る可能
性があるため、乳児へのポリオ予防接種が行われていま
す。ポリオ根絶が実現されれば、天然痘に続いて根絶され
る人類史上 2 番目の疾病となります。
1988 年にロータリーとパートナーが世界ポリオ根絶推進
活動（GPEI) を開始した当時は、125 カ国で毎年 35 万件のポ
リオの症例がありました。現在では、長年のポリオ根絶活
動によってポリオの症例は 99.9％減少しており、野生型ポ
リオウイルスの症例が報告されているのは、アフガニスタ
ンとパキスタンの 2 カ国のみです。ウイルスは他国へと流
入する危険があり、ロータリーはポリオ根絶が完遂される
まで、引き続き活動を継続していかなければなりません。
「ロータリーの友」令和 3 年 2 月号 17 ページに昨年 11 月
に開催された第 49 回ロータリー研究会のリポートが掲載
されておりましたが記事では殆ど説明がない、ロータリー
未来形成委員会の報告は衝撃的な内容です。
世界のロータリーの状況を踏まえて RI と財団双方を大
胆に改革する提案です。
辰野 RI 理事によれば大まかに言うと、地区をなくし、
結果ガバナー、ガバナー補佐がなくなり、世界を言語・文
化等で 20 〜 30 の地域に分け、3 年任期の地域を配置し、
その下に 25 〜 30 のクラブを支援する 2 年任期のセクショ
ナルリーダーを配置するというものです。
2018 年 7 月、ロータリー未来形成委員会が設立され、同
年 10 月委員会が開始されました。
この組織の変更は、2022 年の規定審議会（RI の立法機
関）で承認されると、パイロット開始から 6 年間で全世界
での展開・試験的な運用がなされ、つまり 2030 年頃から
地区やガバナー制度がなくなり、新しいガバナンス体制が
スタートする可能性があります。未来形成委員会の審議内
容は、確定的なものではなく、内容は流動的です。
この未来形成の提案を実現させようとする RI 理事会や
未来形成委員会の強い意志は感じられますがこの提案へ
は期待と不安の両方があります。何分にも情報不足であ
り、暫くの間、ロータリーはこの問題で揺れ動くことにな
りそうですが、その場その場の情報で一喜一憂することな
く、今後提供される内容を注視して熟考の上で判断してい
いただきたいと思います。
善意の人々の集まりであるロータリーの運営は時間が
かかっても、出来るだけ多くの会員の理解を得ながら人々
の善意に働きかけるものであって欲しいと思います。いず
れにしても、システムがどのように変わっても、あらゆる
ロータリーの活動の主役はロータリアンであり、一つのク
ラブであることに変わりはありません。私たちが目指すの
は「ロータリーの親睦と奉仕を通して自分を磨き続け、地
域社会の発展に貢献し、更には世界平和を実現させる」こ
とであります。
これからも、学び・考え・伝え・実践することを積み重ね、
自分の信じる道を堂々と歩んで行きましょう。ご清聴有り
難うございました。
ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22
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10 月誕生お祝い

私のひとこと
広栄電設㈱ 代表取締役

加藤 裕司 会員

最近考えさせられた事

おめでとうございます

阿部 力哉 会員

昭和 7 年 10 月 23 日

丹治 正博 会員

昭和 30 年 10 月 4 日

後藤 忠久 会員

昭和 30 年 10 月 6 日

数又 清市 会員

昭和 30 年 10 月 14 日

加藤 弘樹 会員

昭和 44 年 10 月 11 日

畠山 良平 会員

昭和 45 年 10 月 8 日

岡田 新也 会員

昭和 48 年 10 月 12 日

村上 守人 会員

昭和 48 年 10 月 15 日

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 10 月 21 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
会員スピーチ：日銀短観
日本銀行 福島支店長 植田リサ 会員
■ 10 月 28 日（木）
新会員スピーチ

寺田 充 会員

東日本電信電話㈱ 福島支店長
米山記念奨学会委員会

会員の皆様より 10,893 円の
ご協力をいただきました。

畠山良平 会員

反後太郎 委員長

ニコニコBOX報告

［報告］ 伊藤雄治 委員

〈お客様〉
〇佐藤 宗弘 様 県北第一分区 ガバナー 補佐（福島西 RC）
〇黒澤 信之 様 県北第一分区 幹事（福島西 RC）
本日はガバナー補佐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。
〈メッセージ会員〉
〇加藤 弘樹 会員
本日は、新会員スピーチをやらせていただきます。何の役
にも立たない話だと思いますが、少々我慢してお付き合いい
ただけましたら幸いに存じます。
〇岡田 新也 会員
モニワザクラ接木プロジェクトの際は、御来園ありがとう
ございました。怪我もなく、無事終了してホッとしてます。
来年の秋までしっかり育苗いたします。
〇五阿弥 宏安 会員
中テレの 50 周年を記念して制作したドラマ「浜の朝日の嘘
つきどもと」が全国のテレビ部門で最優秀賞を受賞いたしま
した。映画も公開中です。
〇後藤 洋伸 会員
加藤弘樹会員の新会員スピーチを楽しみにしています。
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公 益 社 団 法 人 国 土 緑 化 推 進 機 構「 緑 の 募 金 」

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

みずほ証券 福島支店長

セミナー報告

ガラ携派の私がいよいよ不便を感じスマートフォンを
購入しました。なぜ今までスマートフォンにしなかったの
か、性能もさることながら便利なあまりびっくりさせられ
と同時に考えさせられました。
びっくり1、子供たちに小遣いは現金では無く電子マ
ネーで良いと、しかも何時でも何処でも送れるからと、
しかも送れと請求まで届く。
びっくり2、amazonでお買い物をして、システムが動
かず問合せの電話をしたら、女性が逆に上から怒り口
調で、amazonを知ってますか、と。売買は amazonの
傘の下でお互いが勝手に行っているので一切の責任は
取らないんです、と。同じく最近流行りの食べ物を配達
する会社はお客さんが電話をかける番号はないそうで
す。飲食店がかける番号を聞きかけたら、やはり配達人
一人ひとりが個人事業主なのでうちには一切の責任は
ありませんと。
日本の企業の素晴らしさを感じると共にこれからは
この様な形態が当たり前になり、利用する若者が堅苦し
い会社に勤められなくなると考えさせられました。

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22

本日の投入額 45件

〇幡 研一 会員
佐藤宗弘ガバナー補佐を歓迎して。
加藤弘樹会員のスピーチを楽しみにして。
〇坪井 大雄 会長
佐藤ガバナー補佐、黒澤分区幹事の来訪・スピーチを歓迎、
感謝して。
〇加藤 義朋 会員
加藤新会員スピーチを期待して。
〇後藤 忠久 会員
お誕生祝い、ありがとうございます。
〇安斎 圭一 会員
街でお酒を飲めるのはうれしいです。
○他に／伊藤雄治／内池 浩／大槻美恵子／荻野誠也／小原 敏
／金子與志人／加納武志／児玉健夫／坂本壮敏／相良元章／
佐藤英典／佐藤充孝／佐藤美奈子／白岩康夫／菅沼 裕／高田
博樹／田沼紀美子／田畑建一／反後太郎／丹治正博／中川宏
生／二階堂宏樹／新田良一／箱岩 偉／長谷部一雄／畠山良平
／半沢治久／藤井 守／村上守人／森岡幸江／藪 政勝／八巻恵
一／吉田大樹／渡辺泰子

