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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

本日のプログラムは、5 月 15 日（日）に
オンラインで開催された「地区研修・協
議会」報告です。次年度、国際ロータリー
は 1989 年の定款変更により、女性会員入
会が認められてから初の女性会長ジェニファー・ジョー
ンズ会長のもと「イマジン ロータリー」をテーマに多様
性があり公平でインクルーシブ（包摂的）な文化をロータ
リーで醸成させることを目標に活動されます。
それをふまえ、RI 第 2530 地区では、佐藤次年度ガバ
ナー（喜多方 RC）のもと各事業が実施されます。その分
野別、委員会ごとの目標等を参加した会員の方々から報
告いただけると思います。
福島ロータリークラブもまた相良次年度会長のもと、
クラブとしての活動はもちろんのこと右近ガバナーエレ
クト年度として、地区や分区、他クラブの皆さんとともに
活動していく機会の多い一年になると思います。
また、次年度の「地区研修・協議会」は 2023 年 5 月 13 日
（土）パルセ飯坂において、福島ロータリークラブがホス
トクラブとなって開催されます。メンバー全員が何かし
らの役割を担当することになりますので、よろしくお願
いいたします。

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第33 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

2021-22 年度副幹事

渡辺

泰子

●本日午後 6 時より新年度理事会、午後 6
時 30 分より本年度 6 月理事会が開催さ
れます。新旧役員、理事の皆様はよろしく
お願いいたします。
● 6/8（水）午後 6 時より ｢唐からし｣ にて親睦小委員会が
開催されます。よろしくお願いいたします。
● 6/9（木）古稀の会が開催されます。午後 4 時に福島稲荷
神社社殿前にご集合いただき祈祷式、午後 5 時よりサン
パレスにて懇親会を予定しております。
● 6 月ロータリーレートは 1 ドル 127 円となりますので
お知らせいたします。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 6 月 16 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
クラブ委員会委員長 年間活動報告
会員増強委員会 ･ 公共イメージ委員会 ･ 職業奉仕委員会
社会奉仕委員会 ･ 青少年奉仕委員会
新会員スピーチ

東京海上日動火災保険㈱  福島支店長

今津 啓司 会員

■ 6 月 23 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会：今年度最終例会】
クラブ委員会委員長 年間活動報告
国際奉仕委員会 ･ ロータリー財団委員会・米山記念奨学会
委員会 ･ 親睦委員会 ･ 例会委員会 ･ 情報委員会
坪井大雄会長スピーチ

地区研修・協議会参加報告

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー 大槻美恵子 会員

各委員会報告

■社会奉仕小委員会

福島ユナイテッド応援
小銭ボックスについて
佐藤美奈子 委員長
鈴木勇人 会員

｢四つのテスト｣ 唱和
6 月誕生お祝い

藪 政勝 会員

■例会小委員会

ニコニコ BOX 担当

箱岩 偉 委員長

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22

1

本 日 の プ ロ グ ラ ム

地区研修・協議会参加報告
会長会報告
5 月 15 日（日）にオンラインで開催さ
れた地区研修・協議会 会長会の報告
をさせていただきます。
会長会の大切な役割として、予算関係
の議案が提出され審議が行われました。
相良元章
① 2021–22 年度地区大会決算の件
会長エレクト
② 2022–23 年度地区賦課金の件
③ 2022–23 年度地区予算（案）の件、以上の 3 議案です。
私は特に③の議案について、ガバナーエレクトへ以下
の質問をさせていただき回答を得ましたのでご報告させ
ていただきます。
■質問１ プログラム 19 ページ３．地区外関係費の内訳
の中「D RIJYM 維持協力金」並びに「E YPLI 保険料」
の支出が予定されていますが、支出予算化に至る経緯
をご説明ください。
■回答１ 今までにも支出していたが、今回から項目を
見直し適正化・透明化を図った。
■質問２ プログラム 19 ページ４．地区災害特別基金の
内訳（いくら貯まっていて、いくら支出しているのか）
をお示しください。直近数年分あれば比較もできると
思います。
■回答２ 志賀ガバナーより：基金からの支出に関して
は地区運営規程に則り諮問委員会に諮りながら適正に
行っているという回答と、2018–19 年度からの内訳書
を提出いただきました。
以上により適切な予算であると判断し、上記 3 議案に
ついて承認させていただきました。

幹事会報告
当日は Zoom にて開催となっており、
講師として、阿久津パストガバナー、石
黒パストガバナー、地区幹事予定者の
佐藤日出夫様より講演をしていただき
ました。福島ロータリークラブ幹事予
吉田大樹
定者は、特別に阿久津パストガバナー
次年度幹事
宅にて、生で講演を聞くことができま
した。阿久津先生ありがとうございました。
今回の幹事会につきましては、地区として初めての開
催となるとのことでした。県北第一分区では長年にわた
り、阿久津パストガバナーが講師として次年度幹事セミ
ナーを開催されてきたものを、地区で行うようになった
ようです。そういう意味では県北第一分区は恵まれてい
ると思います。
講演では、ラーニングセンターの有効活用、クラブ幹
事の役割、クラブ幹事の心がけ、ロータリー章典の活用
法、定款、細則、会費、例会等について教えていただきま
した。その中で、ロータリーはクラブが基本、地区の活動
並びにその組織は「ロータリークラブ」を支援し、その取
り組みを高めることを唯一の目的とする。クラブは地元
社会のニーズに応えて独自のプログラムを開発すべきあ
る。と述べられ、各クラブの現状に合わせ RI、地区中心
ではなく、クラブ主体で活動を行うのが望ましい。また、
ポール・ハリス氏の言葉を引用し、前例踏襲にとらわれ
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ず革新してほしい。と述べられていました。
次年度につきましては、相良会長を中心に福島クラブ
の良い伝統を守りながら、福島クラブらしい活動をして
いきたいと思います。

会員増強拡大・DEI 委員会
分科会報告
セッション I では、福升委員長（郡山
南 RC）より委員会方針・目的・役割な
どが示され、セッション II では、より具
体的な説明がなされました。現在地区
渡辺泰子 会員
メンバーは 2,280 名、これを 2,422 名にし
たい。プラス 142 名。県内 63 クラブが 2 人ずつ入会して
もらえば叶うということでした。
女性会員増強に話題が集中しがちですが、大切なのは
充実したロータリー活動をするための会員増強であり、
そこに男女の区別はなく、地域社会を反映した会員増強
活動が必要であるということと理解しました。
最後に、各クラブの会長・幹事・委員長の熱意で、夢
を語りながら仲間を増やしてまいりましょうということ
でした。

公共イメージ IT 委員会報告
地区公共イメージ・IT 委員会では主
に「公共イメージ委員会」と「IT 委員
会」に分けて活動方針が示されており
ます。
公共イメージ委員会活動計画としま
横山 淳 会員
しては、クラブでの活動情報を収集し
広報活動を支援すること、そして地区におけるマスコミ
懇談会を開催することであります。
福島 RC ではすでに「マスコミ懇談会」を毎年開催し、そ
の歴史は 20 年以上と聞いております。報道各社とロータ
リークラブが積極的に意見を交換できる良い機会となっ
ておりますので、地区でもそういった機会があれば公共イ
メージ向上のヒントがあるのではと思っております。
また、IT 委員会活動計画とましては、ホームページ、
SNS、MyROTARY の活用支援が主な事業計画です。IT
化についてはメリット・デメリットがありますので、
ロータリーらしく長期ビジョンを策定しながら進めてい
きたいとのことでした。

職業奉仕委員会報告
職業奉仕という考え方は、ロータリ
クラブの独特な考え方で、企業などの
職業を通して奉仕活動を展開すると捉
えられがちですが、本来の意味は、
「適
正な企業活動を通して、適正な利潤を
後藤忠久 会員
得て、その利潤で社会貢献をする」と解
釈しております。
次期職業奉仕委員会委員長 齋藤純一氏（会津若松西
RC）は、石黒年度に策定した「ふくしま職業奉仕宣言」を
活用し、職業奉仕理論の意義づけを確認し、具体的活用
方法を検討したいとの方針を示しております。
また、DEI（多様性、公平さ、帰属意識）を取り入れた、

新しい時代の職業奉仕の在り方についても検討して行き
たいとの方針を示しておられます。

社会・国際奉仕委員会報告
次年度、地区社会奉仕委員会としま
しては、クラブの奉仕活動の情報を収
集し、インパクトのある奉仕活動立案
のための研修及び支援を行いますとの
ことでした。
加納武志 会員
また、国際奉仕委員会委員会としま
しては、RI 第 3350 地区（タイ・ミャンマー・カンボジア・
ラオス・ベトナム）との友好締結へ向け活動していくこ
とが次年度計画とされておりました。
そして、今年度は 2023 年 5 月にオーストラリア・メル
ボルンで行われます国際大会へ、地区委員会としてもサ
ポートさせていただきたいとのことで、右近ガバナーエ
レクトが出席を予定している国際大会への同行等含め、
指導を仰ぎながら対応していくそうです。当福島ロータ
リークラブでも、ツアーを組んでクラブ会員より同行者
を募りたいと考えておりますので、皆様どうぞご予定お
きくださいますようお願い申し上げます。

青少年奉仕委員会報告
2022–23 年度の国際ロータリーの年次
目標並びに地区運営方針・地区活動目
標は下記のとおりです。
まず、参加者の積極的な関りをうなが
す目標があげられました。特にロータ
佐藤美奈子 会員
リー、RAC、IAC クラブの参加者の連携
を強める。次に、適応力を高める目標とネットワークの構
築が目標にあげられました。
分野別では、インターアクトについては、コロナ感染症
のため活動に制限がかかっていますが、スポンサークラ
ブについてはインターアクトクラブでもロータリー賞が
あるので、合同例会の開催や積極的な奉仕活動の参加を
促すなどしてほしい。
RYLA については、2023–24 年度全国 RYLA 研修会が
2530 地区で開催されることが決定している。2022–23 年度
は 4 月８〜９日八幡屋にて RYLA 研修会を開催する予定
であるが、全国大会にて成果発表をするので、ふさわしい
内容と各クラブ 1 名から 2 名の参加をお願いしたい。
青少年交換事業については、2 名の派遣学生が決定して
おり、それに伴い、アメリカとメキシコから留学生が 2 名
当地区に 1 年間派遣される。ウインターキャンプ、東北他
地区合同スプリングキャンプが開催されるほか、2023–24
年度の派遣学生の募集も 7 月〜 9 月に実施し、選考会を開
催、その後オリエンテーションを実施する。

ローターアクト委員会報告
ローターアクト委員会は福島 21 ロー
タリークラブ渡辺浩子さんが委員長を
務めました。
次年度よりローターアクトクラブ
が、国際ロータリーの加盟クラブとな
菅沼 裕 会員
ります。
まず人頭分担金が大学所属（つまり学生）の場合 1 人当
たり 5 ドル、社会人は 8 ドル RI に支払うことになります。
コロナ禍で思うような活動ができなかったため、また
情報がまだしっかりと行き届いていないため、佐藤地区
ローターアクト委員長からも戸惑いがあったように思い

ます。
RI 第 2530 地区でローターアクトクラブを提唱してい
るクラブは 63 クラブのうち、8 クラブしかありません。
ですので正直にいえば 提唱クラブ以外のクラブはそれ
ほどの熱さは感じられませんでした。
ただ、海外と文化風習が違う日本のローターアクト
は、今後しっかりとロータリーの関与と援助をしなけれ
ば、縮小に向かうだろうと予測します。
福島ロータリークラブは、福島学院大学ローターアク
トクラブを提唱しています。歴史は 38 年となります。現
在の現状と今後の活動予定（福島ロータリークラブ行事
参加など）について話しました。

ロータリー財団委員会報告
分科会セッションⅠでは、地区ロータ
リー財団委員会の田久委員長が、次年度
の地区の財団委員会の数値目標などに
ついて発表しました。具体的には、各ク
ラブにおいて、年次基金一人＄150、ポ
菅野 晋 会員
リオプラス一人＄30、ベネファクター各
クラブ一人、また寄付ゼロクラブの解消の達成などです。
また、7 月 31 日に地区財団セミナー・12 月 3 日に地区
補助金管理セミナーを開催することや、今年の 7 月より
ローターアクトクラブの会員からも人頭分担金を徴収す
るため、地区財団委員会にローターアクターを 1 名加入
させることなどの説明を受けました。
分科会セッションⅡでは、地区財団委員会の補助金委
員会、資金推進ポリオ委員会、財団資金管理委員会のそ
れぞれの小委員長より、補助金の申請の仕方などの具体
的な事務手続きについて説明がありました。申請書は、
期日を厳守し内容に誤りが無いか、良く確認してから提
出するとのお願いがありました。

米山記念奨学会委員会報告
分科会では、米山記念奨学事業の目
的とは将来、日本と世界とを結ぶ「架け
橋」となって国際社会で活躍し、ロータ
リー運動の良き理解者となる人材を育
成することであり、これは、ロータリー
佐藤充孝 会員
の目指す「平和と国際理解の推進」その
ものですと、冒頭お話がありました。
参加前の私は、金銭面等で進学をあきらめてしまう方
を積極的に援助するのも良いのではないかと思う部分
もございましたが、あくまでもロータリー活動を通して
ロータリー精神を理解してもらい祖国と日本の架け橋
になってもらえる奨学生を選び、交流を深めていくこと
が重要なのだと認識いたしました。
2022–23 年度の委員会の寄付目標は普通寄付 5,000 円
／人、特別寄付 10,000 円／人となっております。
法人税上の優遇措置が受けられますので、法人からの
寄付についてもお願いがございました。
様々な職業、世代で構成されるロータリークラブでの
交流は、奨学生が日本文化に接し、将来や奉仕について
考える機会となり、相互理解のみならず、我々にとって
も財産となるものです。
今後素晴らしい奨学生が来日して、交流できることを
祈念してわたくしの報告とさせていただきます。
ありがとうございました。
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続報 !

私のひと言
㈱アプト

代表取締役社長

創立 70 周年記念事業
「モニワザクラ接ぎ木プロジェクト」

佐藤 良智 会員

長男6歳、二男2歳の子供二人の
おかげで日々、妻とともに喜怒哀楽が多発しています。
この前初めての運動会があり行ってきました。
コロナ禍ということもあり、場所取りして一緒にご
飯食べてゆっくり観戦するというスタイルではなく、
大きく 4 つに分かれて、1・2 年生の競技、3・4 年生の
競技、5・6 年生の競技、最後に全体の選抜競技といっ
た流れで午前中開催でした。
長男の出た競技は、チェッコリの音楽に合わせた玉
入れ、残念ながら 1個も入らず。
晴れ・曇り・雨の三択から校長先生が 1 枚カードを
出して運まかせの競走、運よく 2 位。短距離競走、滑り
込みの 3位。
家では見られない学校での友達との様子や、競技に
真剣に挑んでいる姿が、成長したなぁ〜っと実感した
1 日でした。

6 月誕生お祝い
昨年 10/2（土）福島天香園で開催されました、創立 70 周
年記念事業「モニワザクラ接ぎ木プロジェクト」にて接ぎ
おめでとうございます

茂田士郎
浦部 博
加藤義朋
加納武志
安斎圭一
廣山祐治

会員
会員
会員
会員
会員
会員

木されたモニワザクラが、すくすくと成長しております。

昭和 10 年 6 月 1 日
昭和 11 年 6 月 8 日
昭和 11 年 6 月 9 日
昭和 34 年 6 月 6 日
昭和 38 年 6 月 25 日
昭和 41 年 6 月 2 日

ニコニコBOX報告

（社会奉仕小委員会委員長 佐藤美奈子）

福島ロータリークラブ

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

［報告］ 箱岩 偉 委員長

〈メッセージ会員〉
〇安斎 圭一 会員
誕生祝ありがとうございます。59 才になりました。まだ
まだがんばりますので、よろしくお願いいたします。
〇浦部 博 会員
お誕生日祝いありがとうございます。
（86 才）
〇加藤 義朋 会員
お誕生日祝ありがとうございます。
（86 才）
〇日下部 達 会員
娘が 9 月に結婚式を挙げることになりました。先週末に
妻と自分達の着る衣裳合わせに行って来ましたが、何とな
く複雑な気持ちです。ニコニコ？シクシク？
〇五阿弥 宏安 会員
中テレのドキュメンタリー「1F（いちえふ）リアル あ
の日原発の傍らにいた人たち」がギャラクシー賞大賞を獲
得しました。近く再放送いたしますので、ぜひご覧下さい。
（大枚ご投入）
〇小林 仁一 会員
この度高湯街道沿野田に英語のみで学童保育を行う
「Kids Duo（キッズデュオ）」をフランチャイズで開校しま
した。7/1 より学童スクールをスタートしますので、会員
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の皆様のお子様やお孫様の入校をいただければ幸いです。
ご支援よろしくお願い申し上げます。
（大枚ご投入）
〇茂田 士郎 会員
誕生祝い有難うございます。87 才になります。これから
あと何年か、明るく生きてゆこうと思っています。よろし
くお願いします。
〇横山 淳 会員
今日初めて参加した地区研修のご報告一言させていた
だきます。
（中枚ご投入）
〇芳見 弘一 会員
渡辺健寿会員の「くらしの法律」出版を祝して。
〇坪井 大雄 会長
本日のプログラムは、地区研修・協議会報告です。次年
度役員理事の皆様、よろしくお願いします。
〇他に 植田リサ／内池 浩／大槻美恵子／岡田新也／岡野
友嘉／小原 敏／小原孝嗣／加藤弘樹／加納武志／後藤洋伸
／古俣 猛／相良元章／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤充孝／
佐藤美奈子／佐藤良智／清水太郎／白岩康夫／菅沼 裕／
高田博樹／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／中尾 勉／
中川宏生／箱岩 偉／幡 研一／畠山良平／半沢治久／村上
守人／村山成也／森岡幸江／藪 政勝／吉田大樹／渡辺泰子

