創立 1951.1.1 承認 1951.3.23 登録番号 7734

福島ロータリークラブ会報

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第20 回例会
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ホ ス ト ク ラ ブ 会 長 あ い さ つ

福島北ロータリークラブ
会長

木村

春夫

みなさん、新年あけましておめでとうございます。
本日は「令和 4 年福島市内ロータリークラブ新年合同
例会」にご参加いただき厚く御礼申し上げます。ご来賓の
福島県知事内堀雅雄様、福島市長木幡浩様をお迎えして
の新年合同例会の開催に、重ねて御礼申し上げます。そし
て、RI 国際ロータリー第 2530 地区ガバナー志賀利彦様か
らも新年合同例会へのビデオメッセージをいただいてお
ります。開催にあたり改めて感謝申し上げます。
今年度「福島市内ロータリークラブ新年合同例会」ホス
トクラブの福島北ロータリークラブの会長を仰せつかり
ました木村春夫です。会員 52 名とともに務めさせていた
だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様ご承知の通り、一昨年よりの新型コロナウイルス感
染症により、昨年の新年合同例会は感染拡大により中止と
なりました。福島においても 2 回目のワクチン接種と新し
い生活様式の実践により、徐々に落ち着いてきましたが、
デルタ株から新種のオミクロン株へ変わりつつある今日
において、今回の「新年合同例会」の開催にあたり、①新
しい生活様式に沿った感染対策の徹底、②シアター形式で
の開催、③恒例の大懇親会の中止、④ You Tube 配信によ
るハイブリット方式により、開催の運びとなりました。皆
様のご理解とご協力に感謝申し上げます。
今年度国際ロータリーのシェカール・メータ会長のテー
マは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」で
す。
「ほかの人のために生き、世話をし、奉仕することで
誰かの人生を豊かにすることは、自分の人生の最高の生
き方です」とのメッセージから、市内各ロータリークラブ
様におかれましては、コロナ禍での会員ご家族皆様の安
全・安心に注意しながら例会・事業においてご苦労され
ていること思います。本日、今年度の折り返し点におい
て、各ロータリークラブ様と同時にスタート、同じ時間を
共有できることをロータリアンとして感慨深く思い、改
めて感謝申し上げます。
今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が予想
されておりますので、皆様のおかれましては、くれぐれも
ご自愛ください。
以上ご挨拶といたします。

本日のプログラム

新年合同例会

福島・福島南・福島東・福島西・福島中央・福島 21・
福島しんたつ・福島北ロータリークラブ
（飯坂 RC メーキャップ）
新 年 合 同 例 会 次 第

司会 ホストクラブ幹事 齋藤 嘉紀
◆祝奏 新年の調べ

琴伝流大正琴 福島しのぶ会 ネオわかば教室の皆様

開会点鐘

ホストクラブ会長 木村 春夫

国家静聴

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 宮崎 泰明

会長挨拶

ホストクラブ会長 木村 春夫

来賓並びに参加クラブ紹介

ホストクラブ会長 木村 春夫

来賓挨拶

福島県知事 内堀 雅雄 様
福島市長

木幡

浩様

ガバナー 挨拶

国際ロータリー第 2530 地区

各クラブ活動報告
閉会点鐘

ガバナー 志賀 利彦 様
各クラブ会長の皆様

ホストクラブ会長 木村 春夫
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福島・福島南・福島東・福島西・福島中央・福島21・福島しんたつ・福島北ロータリークラブ

新 年合同例会 （飯坂RCメーキャップ）
知事あいさつ
福島県知事

内堀雅雄 様
代理

副知事

井出孝利 様

謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
昨年は、県民の皆様の命と健康を守るため、感染症
対策に総力を挙げて取り組んだ一年でした。そのよう
な中、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開
催を始め、全国新酒鑑評会での金賞受賞数八回連続日
本一、トップブランド米「福、笑い」のデビューなど、
明るい話題も数多くありました。
また、震災と原発事故から 10 年が経過し、この間、
県民の皆様の懸命な御努力と国内外からの温かい御
支援により、避難指示の解除や生活環境の整備が進
み、昨年末には、葛尾村や大熊町の帰還困難区域の一
部において準備宿泊が開始されたほか、福島イノベー
ション・コースト構想の進展、復興支援道路である相
馬・福島道路の全線開通など、復興に向けた取組が着
実に前進しております。
一方で、複合災害からの復興はいまだ途上にあり、
昨年政府が決定した「ALPS 処理水の処分に関する基
本方針」については、様々な懸念が示されています。
県といたしましては、喫緊の課題である新型感染症対

市長あいさつ
福島市長

木幡

浩様

明けましておめでとうございます。
市内ロータリークラブの皆さまには長年にわたり、
崇高な理念と社会奉仕の精神の基に、社会貢献活動を
続けておられますことに対し、改めて心から感謝と敬
意を表します。
とりわけ、このコロナ禍において医療機関等に従事
する方々へのご支援に対しまして深く感謝を申し上
げる次第であります。
私は、この度、市民の皆様のご支持をいただき、2
期目の市政のかじ取りを担わせていただくことにな
りました。改めて気持ちを引き締め、重責を果たして
まいる所存です。
1 期目は、中核市への移行、東京 2020 大会の開催、
大震災から 10 年目という本市にとって大きな転機を
迎える中で、多くの災難に直面しながらも、災いを成
長の糧に変えて、
「ふくしまの新ステージ」に向けた
取組を足を止めずに前進させてまいりました。
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策はもとより、引き続き、原子力災害に伴う複雑で困
難な課題の解決に努めるとともに、地方創生・人口減
少対策などに全力で取り組んでまいります。
まず、新型感染症対策としましては、引き続き、県
民の皆様に対し、基本的な感染防止対策の徹底をお願
いするとともに、医療提供体制の充実・強化を図り、
深刻な影響を受けている地域経済の再生・活性化に
もしっかりと取り組んでまいります。
次に、避難地域の復興・再生につきましては、被災
者の生活再建と産業・生業の再生を始め、廃炉と汚染
水・処理水対策、帰還困難区域の復興・再生、風評と
風化の問題など、現場の声にしっかりと耳を傾けなが
ら、取組を進めてまいります。
また、新型感染症の影響により心身の健康状態の悪
化が懸念されることから、健康増進に向けた取組を進
め、全国に誇れる健康長寿県を目指してまいります。
さらに、価値観の変化や地方移住への関心の高まり
を的確に捉えながら、地域資源を活用した、福島なら
ではの地方創生・人口減少対策を進めてまいります。
今年 4 月には、新たな福島県総合計画がスタートし
ます。この計画の下、県民の皆様と力を合わせながら、
目標を一つ一つ実現してまいります。そして、県民の
皆様お一人お一人が希望を持って暮らすことのでき
る未来を創るため、これからも果敢に挑戦を続けてま
いります。今後とも、一層の御支援、御協力をお願い
申し上げます。

しかしながら、現在も大きな壁となって立ちふさ
がっているのは、新型コロナです。国外では新たな変
異株であるオミクロン株の感染が急増し、国内でも感
染が確認されています。第 6 波やオミクロン株の感染
拡大に備え、本市では、昨年 12 月から 3 回目のワク
チン接種を開始したところです。皆様には、引き続き
気を緩めることなく、基本的な感染対策の徹底をお願
いいたします。
また、市民が住み続けたいと願い、人が集まるまち
を目指して、暮らしと環境の安全安心を強固に、子育
て・教育で選ばれる都市となり、将来にわたりやって
いける仕事を増やし、心豊かに楽しめる賑わいと文化
を振興して、都市としてのグレードアップを進めてま
いります。併せて、女性が活躍できる環境づくりと人
に優しいデジタル化を推進し、移住定住の促進にも取
り組んでまいります。
コロナを越えて希望の未来を共に創るべく、引き続
き「開かれた市政」と「スピードと実行」をモットーに
全力を挙げてまいります。
結びにロータリアンの皆さまには、地域社会のリー
ダーとして今後ますますご活躍されますことをご期
待申し上げますとともに、本年がコロナ禍からの夜明
けの光が差し、皆様にとって健康で幸多き年となりま
すよう心からご祈念申し上げ、挨拶といたします。

福島市内9クラブ 新 年を祝う！

ガバナーあいさつ
RI 第 2530 地区ガバナー

志賀利彦 様

福島市内ロータリークラブ「新年合同例会」にご参
加の皆様、あけましておめでとうございます。
ガバナーの志賀利彦でございます。
本日は、福島県知事・内堀雅雄様、福島市長・木幡
浩様をご来賓にお迎えして、福島市内８つのロータ
リークラブの新年恒例の合同例会と伺っております。

令和4年1月4日（火）
クーラクーリアンテ サンパレス

こうして同じ地域のロータリーの仲間と新しい年
を迎えることができるというのは、たいへん素晴ら
しいことだと思います。企画・運営に当たられた皆
様に深く敬意を表します。
昨年は皆様にたいへんお世話になりました。
福島市内の各ロータリークラブへも公式訪問させ
ていただき、様々なお話を聞くことができました。ま
た、11 月に開催した地区大会へも、YouTube 視聴も
含め多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとう
ございました。
2021-22 年度も残り半年となりましたが、年度後
半も、今月 22 日の「後期地区委員会総会」をはじめと
して、様々な地区行事が予定されております。
各クラブの皆様、どうぞこれから６月の年度末ま
で、力強く目標に向かって活動していただき、
「みん
なの人生を豊かにするために、奉仕」していただきた
いと思います。
2022 年が皆様にとりまして、素晴らしい一年とな
りますよう、また 2530 地区にとっても良い一年にな
りますよう祈念し、新年のごあいさつとさせていた
だきます。
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T E N の 会 新 年 会 開 催
1 月 4 日（火）
、TEN の会新年会が開催されました。
TEN の会会長・八代大輔会員、幹事・古俣猛会員、坪井大雄クラブ会長より挨拶をいた
だいたのち、右近八郎ガバナーノミニーの乾杯で始まりました。
今回初参加の畠山良平会員、藪政勝会員、大槻美恵子会員よりご挨拶をいただき、今年、
年男（トリプル成人式）の後藤洋伸会員、半沢治久会員、菅野晋会員、管野裕一会員からは、
新年の抱負を述べていただきました。終盤、横山淳会員のスピーチをいただいたのち、相良
元章会長エレクトによる中締めにてお開きとなりました。
感染防止に努めながら、2022 年のスターとして大いに盛り上がった会になりました。

右近八郎ガバナーノミニー

初参加の 方 々
藪 政勝会員

畠山良平会員

大槻美恵子会員

年男の方々
後藤洋伸会員
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半沢治久会員

菅野 晋会員

管野裕一会員

