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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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2021年12 月 23 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

2021-22 年度幹事

コロナ禍の影響で何かと制約の多い一

次回下期最初の例会は 1 月 4 日（火）

の皆様には、ほぼ通常年度と変わりなく
本日は、
「年忘れ夜間例会」です。親睦委員会の皆様が、
企画・設営、そして運営にあたってくださっております。
ウィズコロナのルールを守りながら楽しみたいと思いま
す。新年は、1 月 4 日「市内ロータリークラブ合同新年例
会」
「TEN の会新年会」よりスタートです。
本年に引き続き、クラブはもちろんのこと分区・地区
事業も含め、参加、協力よろしくお願いいたします。
福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

ニコニコ BOX 担当

浦部 博 委員

懇 親 会

司会 親睦小委員会

★ ★ ★ ★ ★ ★

清水太郎 会員

■開会
阿久津肇 パストガバナー

■懇親
■（エアー）手に手つないで
ソングリーダーの皆さん
■閉会のことば

パレスにて「福島市内ロータリークラブ新年合同例会」
となります。ホストクラブは福島北ロータリークラブ
です。
お土産についてはお持ち帰りオードブルとお神酒が配
布されるとのことで連絡がきております。また、18：
00 よりローゼンケラーにて TEN の会が開催されます。
ご出欠のご連絡がまだの方は至急お知らせください。
●事務局年末年始休業期間は 12/28（火）〜 1/3（月）ま
でとなります。ご不便をおかけしますが、よろしくお願
いいたします。

当日ご提供品

■例会小委員会

■乾杯

13：00 よりクーラクーリアンテサン

年忘れ夜間例会

各委員会報告

★ ★ ★ ★ ★ ★

與志人

終了です。

タリー財団や米山財団への対応等、会員
活動していただきましたことに感謝申し上げます。

金子

●上半期の例会開催は本日の夜間例会で

年でしたが、例会や行事への参加、ロー

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第19 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

右近八郎 ガバナーノミニー

●全国農業協同組合連合会 福島県本部 様より
麓山高原豚しゃぶしゃぶ肉 1 キロ 1 名分
福島牛 A5 ランク１キロ 1 名分
●会津若松城南ロータリークラブ 会長 湯田一盛 様より
日本酒・飛露喜「初しぼり」1 本
●ふくしま未来農業協同組合 数又清市 会員より
あんぽ柿（全会員分）
●農林中央金庫 加藤弘樹 会員より
チューリップの球根（全会員分）

お土産として大抽選会による福島県産米セットをお
配りしました。特に福島県が 14 年の歳月をかけ研究開
発した ｢福、笑い｣ は香り、甘み、ふくよかさが揃った美
味しいお米です。
他に、東京世田谷ロータリークラブより 12/16（木）
にメーキャップされた際のお土産をテーブルに配置さ
せていただきました。
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年忘れ夜間例会

渡邊又夫会員
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令和 3年 12月 23日

クーラクーリアンテ サンパレス 4F

大槻美恵子会員

年忘れ夜間例会を盛り上げていただいた親睦小委員会の皆様

麓山高原豚しゃぶしゃぶ肉1キロ

東京世田谷RCからのお土産

福島県産米セット

福島牛A5ランク1キロ

チューリップの球根（全会員分）
あんぽ柿（全会員分）
ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22
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輝く猪苗代湖をつくる県民会議
NPO 法人輝く猪苗代湖をつくる県民会議 中村玄正理
事長より猪苗代湖水草回収ボランティア活動並びに協力
に対し御礼の手紙が届きました。
（佐藤美奈子委員長）
今年は 10 月 2 日から 11 月 7 日まで水草回収活動を 9
回実施し参加人数 909 名、回収水草量 128㎥でした。平
成 21 年からの参加者総数は 18,181 名、回収水草総量
2,063㎥となっています。水環境問題は重要な課題と
なっており、水質良好な猪苗代湖を守ることは、県民
はもとより国の義務であると考えています。今後とも
会員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
最後に阿久津肇 PG、白岩康夫会員、渡邊又夫会員に
は本活動に多大なるご理解を賜り、活動が継続されて
いますこと心より感謝申し上げます。

私のひとこと
㈱福島中央テレビ 代表取締役社長

五阿弥宏安 会員
子供たちの体力が落ちているという気がかりな記事
を見た。コロナ禍での一斉休校や外遊びの制限による
影響らしい。外出機会が減っている大人も同じ傾向な
のだろう。
コロナ対策で「不要不急」の外出は控えることが求
められ、人と会う機会もめっきり減った。感染拡大は
抑えられたが、経済は低迷し、失業は増え、若者の自殺
は増えた。
世の中に「ゼロリスク」はない。感染防止はもちろん
大事だが、経済活動や心身の健康も同じくらい大事だ。
コロナ発生から丸 2 年。ワクチンやさまざまな薬が開
発され、コロナと闘う武器は徐々に増えてきた。世界
中で「オミクロン株」が猛威を振るいつつあるが、過剰
反応することなく、
「正しく恐れる」ことに徹したい。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 1 月 4 日（火）
13：00 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【福島市内ロータリークラブ合同新年例会】
ホスト：福島北ロータリークラブ

■ 1 月 13 日（木） 祝日の週のため休会
■ 1 月 20 日（木）
13：00 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
職業奉仕委員会 スピーチ ｢職業奉仕月間に因んで ｣
阿久津 肇 パストガバナー
新田良一 職業奉仕委員会 委員長
＊1 月誕生祝い

＊ ｢四つ のテスト ｣ 唱和

■ 1 月 27 日（木）
ゲストピーチ

＊ ｢友｣ 1 月号

13：00 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

福島駅東口地区市街再開発組合理事長 加藤 眞司 様

ニコニコBOX報告

［報告］ 浦部 博 委員

〈メッセージ会員〉
〇植田 リサ 会員
本年も大変お世話になりました。年末夜間例会を開けます
ことを嬉しく思います。
〇大槻 美恵子 会員
初めての年忘れ夜間例会です。心を込めてピアノを弾きま
すのでどうぞおききください。
〇大沼 健次 会員
年忘れ会、楽しく過します。来年は、いつもの様にフルス
ペックでやれる様に…。
〇加藤 義朋 会員
会津若松城南 RC の湯田一盛会長から、
「少しですが皆様で
ご賞味ください」と飛露喜をいただいてきました。
〇草野 武夫 会員
今年も何とか無事、終えられそうです。一年間お世話になり
ました。来年もよろしくお願いします。
〇後藤 忠久 会員
久しぶりの夜間例会を皆さんで楽しみましょう。
〇小林 仁一 会員
メリークリスマス。新しい年 2022 年が皆様にとって、すば
らしい一年でありますように！
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本日の投入額43件

〇古俣 猛 会員
（TEN の会新年会）宜しくお願いいたします。
〇櫻井 英樹 会員
ロータリーの皆さまとの楽しい思い出が、たくさんできた
一年でした。ありがとうございました。来年もよろしくお願い
します。
〇佐藤 美奈子 会員
メリークリスマス！良いお年をお迎え下さい。
〇芳見 弘一 会員
渡辺健寿先生の連載「くらしの法律」150 回に感謝。
〇坪井 大雄 会長
夜間例会の企画、準備、設営等、親睦委員会の皆様、ありが
とうございます。
〇他に／伊藤雄治／今井理基夫／浦部 博／小原 敏／金子與
志人／管野裕一／五阿弥宏安／児玉健夫／坂本壮敏／相良
元章／佐藤英典／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹／丹治正博
／土屋敦雄／中川宏生／二階堂宏樹／箱岩 偉／長谷部一
雄／幡 研一／畠山良平／半沢治久／村上守人／森岡幸江
／藪 政勝／八巻恵一／吉田大樹／渡辺健寿／渡邊又夫／
渡辺泰子

