
ガバナーメッセージ

４月は「雑誌月間」です
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

４月は「雑誌月間」です。
日本のロータリーは、１９５２年７月１日から従来の１地区（第６０地区）から東西の２地区、第６０地区と第６１地区に分割されること
になりました。この時両地区の連絡を緊密にし、情報の普及を目的とする機関誌として「ロータリーの友」が１９５３年１月に創刊さ
れたのです。
その後１９８０年から国際ロータリー公式地域雑誌の指定を受け、日本のロータリークラブ及び会員の活動の発展に寄与することを
目的とし、刊行を続けて来たのです。
１９９０年には世界地域雑誌編集者セミナーの席上において、最も完成度の高い公式地域雑誌としてRI会長総合優秀賞を受賞しまし
た。RI の初代事務総長チェスリー・ペリーによって創刊された公式雑誌「ザ・ロータリアン」の発刊日である１９１１年１月２５日を記
念して当初１月２５日を含む１週間を「雑誌週間」としました。１９７８－７９年度から「雑誌週間」は４月に変更され、１９８３－８４年度全
ての特別週間が特別月間となったのを機に、１９８４年から４月が「雑誌月間」に指定されました。
会員である限り、RI の機関雑誌（ザ・ロータリアン）またはRI 理事会が承認ならびに指定しているロータリー地域雑誌の購読
を続けることが義務であるとロータリークラブ定款第１４条（２０１３年手続要覧・２１２頁）に定められています。
公式地域雑誌の目的は、ロータリーの目的を推進し、会員が更に充実した奉仕活動を行うよう励まし、そしてロータリーの世界
で起こりつつあることを読者に知らしめることにあります。公式地域雑誌の制度は１９７７年規定審議会の決定により創設されまし
た。この制度はRIが一定の要件にかなう地域雑誌を公式地域雑誌として認め、その講読を会員に義務付け、それによって重要な情
報をより早く、広く普及するためのものです。
公式地域雑誌の制度における一定の要件とは
⑴ RI の指定する記事を掲載すること
⑵ 年間最低４回以上出版される雑誌であること
⑶ 記事の内容の５０％以上がロータリーに関するものであること
等と決められています。「ロータリーの友」は会員のための「知識の宝庫」と言えるでしょう。
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山本不動尊（棚倉町）
テクノアカデミー浜ＲＡＣ認証状伝達式

今年度の地区目標�ロータリーの心を大切に
クラブを活性化させよう！�
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「ロータリーに輝きを」



長期青少年交換プログラム ウィンターキャンプ開催報告 ……………………………………………………

青少年交換委員会委員 大木 和彦（須賀川RC）
２０１５年２月７日�、８日�の２日間にわた
り、耶麻郡北塩原村にある裏磐梯高原ホテル・
裏磐梯スキー場において、２０１４－１５年度長期青
少年交換プログラムウィンターキャンプを実施
致しました。
今年度の受入学生は２名で、メキシコから来

日しているジャッキー（ホストクラブ福島２１
RC）ブラジルから来日しているフランシェス
カ（ホストクラブ須賀川RC）２０１５－１６派遣候補生 佐藤叶治君（推薦 喜多方RC）の研修を目的としております。
研修の指導者は、８名のROTEX（青少年交換学生として海外で勉学経験のある人）が自分の経験を踏まえて、

３名の学生にアドバイスをしてくれました。
初日は、快晴の中、スキー教室を開催し、夕食はテーブルマナー、夕食後にはスピーチの練習を繰り返し深夜ま

で熱心に指導していただきました。
２日目もスキーをして楽しみました。しかしながら、ジャッキーとフランシェスカは、�スキー�よりも�そり�

を楽しんでいたようです。
両日とも、地区戦略計画委員会の佐藤治良ご夫妻（喜多方RC）には大変お世話になりました。参加してくれた

ROTEXに感謝申し上げます。

地区復興補助金プロジェクト「川俣町スポーツ少年団冬期交流会」開催報告 ………………………………

会長 紺野 希予司（川俣RC）
２０１５年２月１５日�、川俣町体育館において、
川俣町スポーツ少年団員１２９名、指導者・保護
者・ご家族１５７名、川俣RC会員２０名合わせて
３０６名の参加者で「川俣町スポーツ少年団冬期
交流会」が開催されました。
開会式前に地区復興補助金とクラブの自己資

金を使用して購入しました玉入れ用具７組、ゲ
ームベスト１２０着、ドッチボール１０個、長縄２
本、移動式放送機器の贈呈式を行いました。これは被災した川俣町の子どもたちがよりよい環境で一層充実したス
ポーツ交流が出来るようにとの思いを込めて贈呈したものであります。
交流会の中では、当クラブ会員でチームを編成して玉入れ・ソフトバレーボールに参加し多くの参加者とスポー

ツから親睦と友情を深め、地域の復興のためこれからも前進しようという気運がより高まった一日となりました。

いわき分区新会員セミナー開催報告 ………………………………………………………………………………

いわき分区幹事 篠原 福一（いわき平東RC）
２０１４－１５年度いわき分区新会員セミナーが

２０１５年２月１８日�、いわき市平にある正月荘に
て開催されました。いわき分区内１０RCより入
会３年以内の新会員約３０名が参加しました。セ
ミナーの講師には２０１３－１４年度国際ロータリー
第２５３０地区ガバナーでありました渡邉公平直前
Ｇ（いわき勿来RC）が務めました。いわき分
区諸橋義隆ガバナー補佐の挨拶の後、渡邉公平
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直前Gよりご講話をいただきました。渡邉直前Gには新会員としての心構えやロータリアンとしての心構えなどこ
れからロータリー活動していくにあたり大切なお話を体験談を交えての貴重なお話をお聞きすることができまし
た。ご講話のあと引き続き同じ会場で懇親会を開催しました。乾杯のご発声を次年度いわき分区ガバナー補佐予定
者の中田博道様が行いました。先ほどの渡邉Gのお話をお聞きした後の懇親会ですのでより深くロータリーを認識
し、よりロータリーに興味を持った中で他のクラブの新会員同士の親睦、交流を行いました。懇親会も大変盛り上
がり熱い会話・懇親を深める中で次年度いわき分区幹事の高橋孝光様の中締めでいわき分区の新会員セミナーは終
了しました。当日、いわき分区新会員セミナーにご参加をいただきました新会員の皆様にはよりロータリーの知識
を深められ充実したロータリ―活動をされることをご祈念いたします。

福島東RC「創立４０周年記念式典・祝賀会」開催報告……………………………………………………………

地区副幹事 安斎 文夫（福島東RC）
『福島東RC創立４０周年式典並びに祝宴』は、
去る２０１５年２月２０日�、福島市ホテル辰巳屋に
おいて、小林 香福島市長、野﨑 潔Gをはじ
め、多くのご来賓、お客様をお迎えし、また、
友好クラブの京都田辺RCからも４名のご参加
を頂き開催されました。
安斎重夫実行委員長の歓迎挨拶、八巻正衛会

長の式辞後、小林市長、野﨑Ｇからそれぞれご
祝辞を頂き、その後、クラブ創立４０周年の沿革がスライドで披露され、会員一同思い出とともに感激を新たにしま
した。記念事業として、福島市社会福祉基金へ金一封を贈呈、公益財団法人ロータリー日本財団へ小口ボックス基
金より２，０００ドルを寄贈し、チャーターメンバーの西條徹会員・安斎利昭会員、クラブ事務局員の加藤恵理子さん、
県北サッカー協会様へ感謝状の贈呈があり、式典は厳粛且つ和やかに終了致しました。
祝宴に入り、当クラブがスポンサーであった国際親善奨学生の富山律子さんのピアノ演奏により、創立当時の

ヒットナンバー�時の過ぎゆくままに�や�シクラメンのかほり�が演奏され、暫し若き日の創立当時の思いに浸りま
した。
この度の創立記念式典を通して、私達は、クラブ創立に尽力された方々、その後のクラブ発展に寄与されたチャ

ーターメンバーをはじめ、故岩崎PG、多くのガバナー補佐（分区代理）、歴代の会長への感謝の念を新たにすると
同時に、会員相互の連帯感、絆をより一層深めることが出来ました。私達はRI 第２５３０地区内の各クラブの皆さん
と共に、今後も意欲的に活動を続ける所存ですので、宜しくお願い申し上げます。

会津若松中央ＲＣ「創立２０周年記念式典」開催報告 ……………………………………………………………

会長 遠藤 久（会津若松中央RC）
２０１５年２月２１日�の午後は、例年のように大
雪が降ることもなく、朝から穏やかな天気に恵
まれました。会場の会津若松ワシントンホテル
で、ハンセン病患者の看護に一生を捧げた「会
津が誇る日本のナイチンゲール井深八重さん」
の生涯を、車いすのエッセイストとして知られ
る地元の大石邦子さんが熱く語った余韻が残る
記念講演会のあと、厳かに記念式典は始まりま
した。会津分区を中心に県内から１００名を超えるロータリアンが出席され、室井照平市長、野﨑潔Ｇ、小椋満創立
時拡大実行委員長（会津若松城南RC）にご祝辞をいただきました。創立時、特別代表として設立にご尽力された
大竹孝雄初代会長は、自分の胆嚢と胃を摘出しても、奥様が亡くなられても、会津若松中央RCの存続のために貢
献されました。その後も２０年にわたり指導を続けられましたが、今年卒寿を迎えられ、この記念式典を最後にロー
タリー歴４０年に幕を引かれます。式典半ば、サプライズとして会員や元会員が集い、「卒業証書」をお渡しして
「仰げば尊し」を涙々で歌い上げて労をねぎらい、大竹初代会長が命を懸けて繋いだロータリーの「心の絆」を、
次の世代に幾百年と伝える事を一同誓いました。記念事業として、会津若松市の大町中央公園に「ベンチ２基を贈
呈」し、「俳句コンテスト」の最優秀作品賞に選ばれた中２の小林あこさんに表彰状を渡すなど、多くの関係者に
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感謝する式典となりました。「俳句コンテスト」の優秀作品賞を獲得しながら式典１か月前に亡くなられた、当ク
ラブ会員故飯盛康子さんに表彰状をお渡しできなかったのが心残りです。祝賀会は、今回もクラブの伝統となって
いる、全てのプログラムを自前で演出しました。「歓迎の詩吟」「祝舞」「事務局親子のピアノとソプラノ独唱」で
大いに盛り上がり「語り継がれる創立２０周年記念式典」と呼ばれるにふさわしい式典になりました。

地区奨学生オリエンテーションを開催報告 ………………………………………………………………………

教育的プロジェクト委員会委員 鈴木 美恵子（学友会代表幹事、福島グローバルRC）
去る２０１５年２月２２日�、地区補助金から奨学金をいただいて留学する

予定の３名の方に対してオリエンテーションが福島市ホテル辰巳屋にて
行われました。内定者は、推薦クラブの会長や幹事とともに参加し、野
﨑潔G、酒井善盛GE、平井義郎ロータリー財団委員長、伊東孝弥教育
的プロジェクト委員長等から様々な観点で留学についてのご指導をいた
だきました。また、財団奨学生として留学経験を持つ学友会の仲間とし
て、藤沢敦子さん、山縣画児さん、そして私から内定者に参考になるこ
とについて話をさせていただきました。激励懇親会では、和やかな雰囲
気の中で、内定者が積極的にロータリアンの方や学友とかかわり、留学
に参考になるアドバイスをいただいていました。健康で実り多き留学となることをお祈りしたいと思います。

（奨学生内定者）
○石川裕子さん（郡山RC推薦）
現在、郡山の日本全薬工業に勤務。英国で動物行動学を学ぶことを希望。現在も県内で外国人に日本語を教える
ボランティアをしていますが、英国では国際交流にも力を入れたいと考えています。

○福島郁子さん（喜多方RC推薦）
大学卒業後、資格を活かし、東京の科学技術館や科学未来館、金沢の雪の科学館などで学芸員として勤務。特に
子どもたちに実験を通していかに科学情報を読み取る力（リテラシー）を付けさせることができるか、科学情報
のコミュニケーションの仕方をオランダで学ぶことを希望しています。

○西田藍さん（いわき勿来RC推薦）
神田外語大学在学中、日本語教育専攻。日本語を外国人に教える場合、文化や言葉の壁を越えて細かな部分をど
のように伝えるのかを研究したいと考えています。ホームステイしながらアメリカのワシントン州の大学で学ぶ
ことを希望しています。

中央分区 インターシティ・ミーティング開催報告 ……………………………………………………………

中央分区ガバナー補佐 加藤 昌幸（郡山東RC）
国際ロータリー第２５３０地区中央分区インター
シティ・ミーティングは、２０１５年２月２８日�郡
山市のホテルハマツで開催され、中央分区１０
RCより２５０名が参加しました。今回のインター
シティ・ミーティングは、３つのブロックから
形成され、新会員セミナー、インターシティ・
ミーティング、そして懇親会という形で行われ
ました。
新会員セミナーは３０名の出席で「ロータリー
を楽しもう」をテーマに、ランチタイムをはさ
んで和やかに進行しました。新会員の皆様にはこのセミナーで少しでもロータリーについてご理解を頂けたら幸い
です。
インターシティ・ミーティングでは、東日本大震災から丸４年になる現在、未だ復旧、復興は遅々として進んで

おりません。このような状況の中で、私たちロータリアンは、今何をすべきか考えなければなりません。今回のイ
ンターシティ・ミーティングのテーマは「東日本大震災後のロータリー活動」です。

新会員セミナー
（講師：中央分区ガバナー補佐 加藤昌幸）

基調講演 USAニュージャージー州
イングルウッドRC直前会長 柳澤育代 氏
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基調講演は「東日本大震災後のロータリー活動～太平洋を越えたおり鶴が結ぶ友情」と題しまして、USAニュ
ージャージー州イングルウッドRC直前会長柳澤育代様の講演を頂きました。
柳澤様は米中枢同時テロ遺族団体「９．１１家族会」の会員と共に、復興の願いを込めニューヨークの世界貿易セン

タービルの鉄骨を使用した「折り鶴モニュメント」を、郡山市開成山公園に設置した経緯を話されました。
柳澤様の、国境を越えたこの奉仕活動は、まさにロータリーのモットーである超我の奉仕です。被災者の皆さん

は、さぞ大きな力を頂いたことと思います。私たち被災地のロータリークラブとして感謝申し上げるとともに、同
じロータリアンとして大変嬉しく感じました。
フォーラムでは中央分区１０クラブの代表の皆様に、「東日本大震災後のロータリー活動」をテーマに報告を頂き

ました。中央分区の１０クラブを代表した皆さん、ご報告ありがとうございました。
被災地のロータリークラブとして、地元だからこそできることを考え、それぞれのクラブが工夫を凝らし、復興

に向けた取り組みをしておられることに、ロータリアンとして大変誇りに思いました。
今回のホストクラブの郡山西RCの皆さん、若松信一郎IM実行委員長、村越文明ホストクラブ会長をはじめ、こ

のようなすばらしいインターシティ・ミーティングを開催されましたご苦労に深く感謝申し上げます。

第５回諮問委員会開催報告 …………………………………………………………………………………………

地区資金委員会委員長 佐藤 吉弘（福島北RC）
２０１５年３月７日�、磐梯熱海温泉ホテル華の湯にて、第５回諮問委員会が開催されました。
野﨑潔Ｇの点鐘の後、先日ご逝去された伊藤浩副ガバナーへ黙祷を捧げて、委員会は始まりました。

＊報告事項
１．地区資金について過去３年分の決算書に基づき佐藤地区資金委員長より説明があり、これについて、予算建
てが非常に重要である旨議論がなされました。

２．地区大会の大会決議（案）が第１号から第１３号まで揚げられ、特に第５号として「故伊藤浩PGを追悼する件」
が揚げられました。

３．地区大会委員会の登録委員長は伊藤浩 PGの後任として味戸道雄 PGが選出されました。
４．伊藤浩地区副ガバナーの後任として根本一彌 PGが選出され、酒井善盛年度の副ガバナーとして渡邉公平直
前Gが、また研修委員長として大橋廣治 PGが選出されました。

５．国際RC規定審議会の補欠議員として牧公介 PGが推薦されました。
６．金平祖隆地区大会実行委員長より、大会の参加申込み状況等について説明がありました。

２０１５－１６年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）開催報告…………………………………………………

次期地区代表幹事 川崎 博祐（南相馬RC）
２０１５年３月７日�～８日�、磐梯熱海温泉ホテル華の湯にて
PETSが開催されました。
開会に先立ち、故伊藤浩次期地区研修委員会委員長が去る２月

８日にご逝去されました。ご冥福をお祈りいたしまして黙祷を捧
げました。
午後１時３０分から、野﨑潔Ｇの開会点鐘で始まり、野﨑潔Ｇ挨
拶、酒井善盛GE挨拶、田中文雄次期地区研修委員会副委員長挨
拶、午前の諮問委員会で決定致しました、大橋廣治次期地区研修
委員会委員長から一言ご挨拶を頂きました。引き続き第１セッ
ションに移りました。
RIテーマと地区目標と題して、酒井善盛GEから講義を頂きました。RIテーマ

「世界へのプレゼントになろう」です。K. R. ラビンドランからのメッセージの中
で「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また「己の才能は、天から
授かったもの」と言われます。ですから私たちは、その授かりものをお返しする
のです。
地区目標を「原点回帰」今一度初心に帰り見直してみよう。４つの行動目標を

掲げました。
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１、会員基盤の向上 ２、ロータリー財団への貢献
３、公共イメージと認知度の向上 ４、米山記念奨学会への協力

次にクラブ会長の役割と責務と題して、野﨑潔Ｇから講義を頂きました。
皆さんは７月から会長としてクラブの運営を担って行くわけですが、地区の行事、地区各委員会のセミナーに参加
をしたならば、必ずクラブに報告をしてください。
次にクラブ管理と運営と題して、田中文雄次期地区研修委員会副委員長から講義を頂きました。資料を提示１、
クラブ会長の責務、２、クラブ・リーダーシップ・プラン、３、戦略計画、４、クラブ管理運営に関する会長とし
ての責務、４つの項目の内容説明を頂きました。
休憩を挟んで第２セッションに入り、拡大委員会の役割と題して、西川博美次期拡大委員会委員長、クラブ奉仕

の役割と題して、笠原宏男次期クラブ奉仕委員会委員長、職業奉仕の役割と題して、福西宜孝次期職業奉仕委員会
委員長、社会奉仕の役割と題して、佐久間好夫次期社会奉仕委員会委員長、国際奉仕の役割と題して、挽野喜孝次
期国際奉仕委員会委員長、青少年奉仕の役割と題して、芳賀裕次期青少年奉仕委員会委員長、６委員会の委員長に
発表を頂きました。質疑応答後閉会点鐘で１日目のセッションは終了致しました。その後、渡邉公平直前Ｇの乾杯
のご発声で懇親会に入り、和気あいあいと懇親を深め、石田弘次期地区代表副幹事の中締めのご発声でお開きと致
しました。
２日目午前８時３０分から、野﨑潔Ｇの開会点鐘で始まり、第２セッションの続きを地区運営委員会（戦略計画）

の役割と題して、阿久津肇次期地区運営委員会委員長、ロータリー財団の役割（理解と協力）と題して、橋本芳家
次期ロータリー財団委員会委員長、米山記念奨学会の役割（理解と協力）と題して、加藤義朋次期米山記念奨学会
委員長、地区IT委員会の役割と題して、平井義郎地区IT委員会委員、４委員会の委員長、委員に発表を頂きまし
た。その後、次期ガバナー補佐と会長エレクトとの懇談会あり、質疑応答後、総評を鈴木喬二 PGと大橋廣治次期
地区研修委員会委員長のお２人に頂き、最後に謝辞を酒井善盛GEより頂き、野﨑潔Ｇの閉会点鐘で無事終了致し
ました。５月３０日�の地区研修・協議会には多くのロータリアンのご参加をお待ちしております。誠にありがとう
ございました。

東京神宮RCより第２５３０地区へ「足こぎ車椅子」贈呈 …………………………………………………………

社会奉仕委員会委員長 渡部 英一（猪苗代RC）
昨年９月に、東京神宮RCより阿久津肇 PGへ知人を介し

「足こぎ車椅子」贈呈の話がありました。
第２５３０地区で受入事業とすることを決定し、社会奉仕委員

会で東京神宮RC（細川珠生氏）と入念な打ち合わせをし、
受入条件等を検討し、「相馬市立総合病院」と「介護老人保
健施設（森の都）」に決定しました。
この事業は、東京神宮RCが東日本大震災復興支援足こぎ
車椅子寄贈プロジェクトとして２０１１年度から行われ、東北各
地に寄贈されており今回で２２台目となります。
１台目の贈呈式は３月９日�、１２時３０分から南相馬市立総

合病院で行われ、東京神宮RC高橋会長ほか５名の会員と第
２５３０地区からは野﨑G、阿久津PG、酒井GE、青田由広相双
分区ガバナー補佐、原町、相馬、原町中央、南相馬各クラブ
からと渡部英一社会奉仕委員長、佐久間好夫副委員長が出席
しました。
贈呈後、金沢幸夫南相馬市立総合病院院長より謝辞のお言

葉をいただきました。
２台目の贈呈式は３月９日�、１４時００分から相馬市介護老

人保健施設「森の都」で同じメンバー出席のもと行われまし
た。最後に介護老人保健施設「森の都」大石富義施設長から
も謝辞のお言葉をいただき大変感謝されました。
この「足こぎ車椅子」は、リハビリの機材として今大変注目されており、寝たきりの人、歩行困難な人などがこ

の車椅子で訓練することで、リハビリの成果に大きく役立っています。東京神宮RCの皆様に感謝と御礼申し上げ
ます。
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テクノアカデミー浜ＲＡＣ「認証状伝達式」開催報告 …………………………………………………………

会長 坂本 典久（原町中央RC）
３月１３日�、午後４時より当クラブが提唱クラブとなったテクノアカデミー浜ローターアクトクラブ認証状伝達

式が野﨑潔Ｇを含め多くの来賓が列席する中、厳かに挙行されました。当日は公用で多忙の中、桜井勝延南相馬市
長にもわざわざ駆けつけて頂きました。開会宣言で始まり野﨑潔Ｇからテクノアカデミー浜RAC國分満会長へ認
証状が伝達され無事認証状伝達式を終えることができました。伝達式終了後は子供たちが二十歳以下の事もあって
牧公介 PGのウーロン茶での乾杯。アルコール抜きの『お食事会』が催しされ、出席者全員が歓談に花を咲かせま
した。懇親会でのアルコール抜きは私にとって地元高校ＰＴＡ会長時代依頼２０年ぶりのことでした。とにかく子供
たちは二十歳以下の伸び盛りの食欲大盛で私たちのオードブルも平らげる食いっぷりの良さでした。
当クラブがこの震災の地にインターアクト・ローターアクトクラブの設立を模索し始めたのが２年前に遡りま
す。当初は我がロータリークラブの創立２０周年の記念事業として設立を考える程度の安易な気持ちで始まった事業
でした。当時の佐々木英夫会長のみが一生懸命、理事会で必要性を訴えても乗り気の理事は皆無の状態で一向に事
業の進展が見られない状態が半年ほど経過致しました。そこで希望理事者を募って既に設立された先進クラブを訪
問し、教えを乞うこととなり船引RCへ訪問したのが昨年の２月のことでした。船引RCは船引中学校でインターア
クトクラブを設立された実績があり、設立までの苦労から運営の関わり方まで親切に教えて頂き、大変勉強になっ
た視察でした。その後の理事会では、熱の入った討論が何度も繰り返されクラブを挙げての事業へ邁進することと
なりました。
奉仕活動・青少年育成を通し、将来のリーダーを育成するインターアクト・ローターアクトクラブは、多くの若

者が地元離れをしているこの地には必要不可欠なものです。今回のローターアクトクラブ設立は初めの一歩です。
我々ロータリークラブがローターアクトクラブ卒業生の受け皿ならローターアクトクラブはインターアクトクラブ
卒業生の受け皿です。当クラブはテクノアカデミー浜ローターアクトクラブを育てながら、インターアクトクラブ
設立に向け準備に入った事も報告させて頂きます。最後に佐藤利男青少年奉仕委員会委員長・�澤俊樹ローターア
クト委員会委員長の熱意に感謝申し上げ報告と致します。

県中分区 ２０１４－１５年度ＩＭ・新会員セミナー開催報告 ………………………………………………………

県中分区ガバナー補佐 白岩 良子（三春RC）
２０１５年３月１４日�、国際ロータリー第２５３０地
区県中分区IMが常葉RCがホストで「文化の館
常葉」で開催されました。例年県中分区は２月
に開催しておりましたが、昨年大雪になり開催
が大変だったので、今年は考慮して１か月遅ら
せての開催と致しました。
１３：００から新会員セミナーが開催され、三春
RCの橋本紀子会員が講師を務めて下さいまし
た。６クラブすべてのクラブで１人から３人の増強１２人の新会員が橋本講師のロータリーについての講義を熱心に
受講し、新会員からとても分かりやすい内容でお話が聞けたのでこれからのことが楽しみですという感想をいただ
きました。
１３：５０から６クラブから約６８人の会員が参加のもと開会式。
終了後常葉RCから台北南山RC訪問、南山扶輪社（ロータリー）は東日本大震災後の２０１１年に設立されて比較的
新しいクラブで日本との関わりのある会社や在住日本人の方主体で例会も日本語で行われているクラブ、常葉RC
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会員の会社が台湾に会社を設立した縁で訪問をして、合同例会を開催してきたとの報告が会長からされました。
１４：３０から講師 独立行政法人 産業技術研究所 福島再生可能エネルギー研究所 所長大和田野芳郎氏を講師に

「再生可能エネルギーの現状と将来」という演題でご講演をいただきました。貴重な内容のこれからのエネルギー
について勉強させられた時間でした。質疑応答も活発に出され実りあるメインの時間でした。１６：１０から閉会式
次期ホストクラブに小野RC、伊藤勝会長エレクトの力強い挨拶をいただきました。また佐藤利男次期ガバナー補
佐・渡辺秀則幹事（船引RC）からご挨拶をいただき閉会式を終了。
１７：００から場所を移動して「神田の湯」で懇親会を開催、ホストクラブのパスト分区代理三瓶正喜に乾杯のご発
声をいただき懇親会が始まりました。
アトラクションにパフォーマー悠雲（ゆうも）さんを迎え、彼の軽快なパフォーマンスで会場が一つになり、楽し
い親睦の時間を満喫し、今年度の重要プログラム IMを終了致しました。

県北第一分区 インターシティミーティング開催報告 …………………………………………………………

会長 秋山 和久（二本松あだたらRC）
国際ロータリー（RI）第２５３０地区IMは２０１５年

３月１４日�、二本松市の二本松御苑で開催いた
しました。二本松あだたらRCがホストクラブ
を務め福島、二本松、福島南、福島西、福島中
央、福島２１の７RCから約１２０人が参加されまし
た。本日の IMの流れといたしましては、２部
構成としております。
第１部はテーブル１２グループに分かれディス

カッションです。久米允彦県北第一分区ガバナー補佐が討議テーマ「職業奉仕を実践してロータリーに輝きを」の
発表がありました。ロータリー創始者、ポール・ハリスが言われています。社会に役立つ人間になる方法はいろい
ろありますが、最も身近で効果的な方法は、間違いなく自分の職業の中にあります。
「自らの職業を通した活動で地域社会に貢献することがロータリー活動の基本です」
会員はそれぞれの職業を代表してクラブに入会しています。上記内容を踏まえて、大いに考えて，大いに語り合

い、そして実践しましょうと呼びかけました。
第２部は、昭和５２年に「敏いとうハッピー＆ブルー」の懐かしい歌手、「星降る街角」や「よせばいいのに」を
歌われた「篭島としお」さんをお迎えして大いに楽しんでいただきました。次年度のＩＭは二本松RCがホストク
ラブに決定の発表がありました。

復興祈念 第４回「いこいの森植樹祭」開催報告 ………………………………………………………………

会長 矢吹 正（郡山南RC）
「美しい水と緑の環境と景観を次世代へ」というテーマで、いこいの
森植樹祭遊歩道落成式が２０１５年３月１５日�、郡山市三穂田町下森屋字舘
の越地区の広大な敷地において行われました。
この植樹祭は、郡山南RCが主催、同クラブの社会奉仕委員会と奉仕プ
ロジェクト委員会とが担当し、郡山コスモスRCも参加した奉仕活動で、
東日本大震災からの復興を願って毎年実施しており、第４回目となりま
す。
今回の植樹祭にはRC会員のほか、下森屋財産組合から約３０名、一般

の方を含め、遠く埼玉県狭山RCに所属していた方々も加わり総勢１００名
近くになりました。
当日には品川萬里市長も参加され、祝辞をいただき敷地内の遊歩道の完成に対して代表者によるテープカットを

行いました。
その後、桜をはじめ、つつじなどRCから寄贈された分を含め約１００本の苗木を植樹しました。
現在まで約１０００本の植樹がされたことになり、４月下旬からの桜の開花から始まり夏ツバキ、花みずき、等で季

も み じ

節の花が楽しめ、秋の紅葉まで満喫できるようになります。
これからは名所になって見る人の気持ちを明るくしていきたいと思います。
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� 故 伊 藤 浩ＰＧを悼む

故 伊藤浩ＰＧのご逝去の報に接し、衷心より哀悼の意を捧げます。
ご生前のロータリー並びに当地区発展の為に尽くされたご功績を讃え、会員皆様と共に、心よりご冥
福をお祈り申し上げます。

地地区区大大会会へへ是是非非ごご参参会会下下ささいい
今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後のののののののののののののののののののののののののののののののののの悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼悼尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾をををををををををををををををををををををををををををををををををを飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
当地区の地区大会がいよいよ間近に迫りました。

RI 会長代理として、スペインよりフリオ・ソルフスご夫妻が来福されます。

さらに合わせて、全国のガバナー会議も、４月２６日㈰の夜に開催

されることとなり、全国から各ガバナーも来福されます。

つきましては、多数の会員の皆様に是非ご参会を頂き、意義ある

地区大会と致したいと考えておりますので、大勢の会員の皆様のご

出席をお願い申し上げます。

福島２１RC主催 歌でふくしまを元気にプロジェクト
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開催日 平成２７年５月１７日㈰、９：３０～ 会 場 こどもの夢を育む施設 こむこむ

震災から５年目。福島２１RCでは、一人ひとりが抱えている様々な想いや伝えたいメッセージをステージ

上で歌声として発信することにより、福島に生き、共に今を分かち合いながら、元気を掴み、各々が前を向

いて歩き出せる事業を開催します。

◎福島県内在住の方 ◎歌で元気を伝えたい方 メッセージを伝えたい方
◎年齢・性別・歌のジャンル不問 グループ参加可 ぜひご応募ください！

詳しくは福島２１RCホームページへ！ ロータリアンのご応募大歓迎です！ （特別事業実行委員長 野﨑正広）

４４月月２２５５日日㈯㈯
２２６６日日㈰㈰

開開 催催

Governor’s Monthly Letter No.10

９



いわき分区
いわき平東
ＲＣ

いわき分区
いわき四倉
ＲＣ

いわき分区
いわき四倉
ＲＣ

鯨鯨岡岡 孝孝廣廣 古古市市 三三久久 新新妻妻 孝孝兹兹
●入 会 日 ２０１５年２月４日
●職業分類 生命保険
●勤 務 先 株式会社D.L.C

●入 会 日 ２０１５年２月１日
●職業分類 県会議員
●勤 務 先 福島県議会

●入 会 日 ２０１５年２月１日
●職業分類 土木設計
●勤 務 先 有限会社サン構造技術

県北第一分区
福島西ＲＣ

県北第一分区
福島南ＲＣ

会津分区
田島ＲＣ

長長島島 健健博博 梅梅津津 実実明明 飯飯塚塚 正正春春
●入 会 日 ２０１５年２月９日
●職業分類 自動車販売
●勤 務 先 日産プリンス福島販売株式会社

●入 会 日 ２０１５年３月４日
●職業分類 銀行業
●勤 務 先 福島信用金庫 南支店

●入 会 日 ２０１５年２月５日
●職業分類 自動車販売
●勤 務 先 福島トヨペット㈱ 南会津支店

相双分区
相馬ＲＣ

相双分区
相馬ＲＣ

相双分区
相馬ＲＣ

佐佐藤藤 博博 荒荒井井 利利昌昌 山山中中 宣宣明明
●入 会 日 ２０１５年１月１３日
●職業分類 屋根工事
●勤 務 先 ㈲清信瓦店

●入 会 日 ２０１５年１月１３日
●職業分類 自動車配布業
●勤 務 先 荒井自動車㈱

●入 会 日 ２０１５年１月１３日
●職業分類 神社・神道
●勤 務 先 相馬神社

相双分区
相馬ＲＣ

相双分区
原町中央ＲＣ

相双分区
富岡ＲＣ

立立谷谷 寛寛治治 木木村村 恵恵 大大川川 清清
●入 会 日 ２０１５年３月３日
●職業分類 漁業
●勤 務 先

●入 会 日 ２０１５年２月２日
●職業分類 飲食業
●勤 務 先 恵夢

●入 会 日 ２０１５年２月１８日
●職業分類 管工業（建設）
●勤 務 先 ㈲大川工業所

新会員紹介

No.10 Rotary International District 2530
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２月の地区出席率報告
２０１５／３／１８現在
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コーディネーター補佐 都筑 文男

「ロータリーの戦略計画は、クラブの活性化のため！」
～衛星クラブのご紹介～
去る２月５日北清治、杉谷卓紀ＲＩ理事主催にて「国際ロータリー・日本ロータリーチーム会議」が開催されました。地域別会員増強計画

プロジェクトリーダー辰野克彦様をはじめ各ゾーンのロータリーコーディネーター（RC）、ロータリー公共イメージコーディネーター
（RPIC）、ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、及びその補佐、恒久基金／大口寄付アドバイザー（EMGA）、研修リーダーが一
同に会し日本ロータリーチームメンバーの地区及びクラブへの支援についてディスカッションをしました。私なりにまとめましたのでご報告
致します。
・ロータリー戦略計画は会員増強だけが目標の様に間違って理解されている
・ロータリー戦略計画はクラブの活性化及び強化の指針であり強いクラブ作りに不可欠である
・RC、RPIC、RRFC、EMGA等の認知度が低く、もっと各地区がコーディネーター、アドバイザーを積極的に活用してほしい（会員増強セ
ミナー、会員研修セミナー、PETS、地区研修・協議会等へ）

・各リーダーが任期１年の弊害を排除し、地区もクラブも３～５年の戦略計画（長期の活動計画）を作成してほしい（３～５年後のクラブの
ビジョンを全員で描く）

・クラブの戦略計画の立案や遂行には、直前会長、会長、会長エレクト、会長ノミニーの連携が重要であり、これによりクラブ・リーダー
シップ・プラン（CLP）も推進できる

・地区に「戦略計画委員会」を設置し、また、この委員会がクラブの戦略計画委員会（仮称）または、研修委員会をサポートし、クラブの活
性化を援助して欲しい

・Eクラブや衛星クラブの設立により会員増強を推進してほしい
これらを参考に地区やクラブに合った戦略計画を立案していただき更に活気のある楽しいロータリークラブにしましょう。
ここで衛星クラブについてご紹介致します。２０１３年規定審議会制定案１３－３２にて採択された新しいクラブの形です。２０１３年手続要覧（４ペ

ージ）には以下のように掲載されています。「ロータリー衛星クラブ（Rotary Satellite Clubs）は、いわば「クラブの中にあるクラブ」（潜在的
クラブ）である。衛星クラブの会員は、そのスポンサークラブの会員でもある。衛星クラブは、スポンサークラブとは別に例会を開くが、通
常のロータリークラブの規則に則って運営されなければならない。」衛星クラブは、新しいロータリークラブを立ち上げたいが、創立会員候
補を２０名すぐに集めるのは困難なため、少人数（最低８名）でスタートした後、時間をかけて通常のロータリークラブへと育てたいという時
に作ります。そのため例会時間や年会費など入会のハードルを低く設定でき若い会員候補の入会が促進できます。衛星クラブ会員は、通常の
ロータリアンと同等の義務を負いまた、権利も与えられています。会員数が２０名を超えても「加盟認証」を必ずしも受けなければならないと
いうことでなく、この形態でクラブを運営できる期間にも制限はありません。現在、世界で１１３クラブ（３月１０日現在）が誕生し、日本の第
１号は東京多摩RCをホストに２０１４年６月６日認可された「東京多摩せいせき衛星クラブ」（会員数１８名、３月１０日現在）です。会員増強に衛
星クラブやEクラブの結成もご検討ください。 以上

ニニュューーススレレタターー ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイラララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねややややややややややややややややややややまままままままままままままままままままま１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８００００００００００００００００００００号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
今月のトピックス ・寄付金速報 ―下半期も引き続き好調を維持― ・ホームカミングの学友が各地区行事で活躍

・モンゴル米山学友会が設立１周年 ・初めて米山カウンセラーとなって

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight180_pdf.pdf

文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信 vol.３３０号
「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の
一つとして１９７０年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２

万４千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。
閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出
版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承
ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用
いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備

えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介
を致します。

地区大会講演より
◎「人生は８合目からがおもしろい」

田部井淳子 ２０１４ ５ｐ（Ｄ．２６００地区大会報告書）

◎「これからのロータリー」
千玄室 ２０１４ ４ｐ （Ｄ．２６５０地区大会記念誌）

◎「ロボットの奉仕」
松野文俊 ２０１４ １１ｐ（Ｄ．２６５０地区大会記念誌）

◎「日本の進路と誇りある国づくり」
櫻井よしこ ２０１４ ２ｐ（Ｄ．２６６０地区大会記録書）

◎「これからの日本に対する期待」
竹中平蔵 ２０１４ ６ｐ（Ｄ．２６８０地区大会記録誌）

◎「ロータリーの存在意義」
深川純一 ２０１４ ９ｐ（Ｄ．２７６０地区大会記録誌）

◎「光圀伝について」 冲方丁 ２０１４ ９ｐ（Ｄ．２８２０地区大会記録）

◎「人生の金メダル」 齋藤仁〔２０１３〕７ｐ（Ｄ．２８３０地区大会記録誌）
［上記申込先：ロータリー文庫］

ロローータタリリーー文文庫庫
〒１０５－００１１
東京都港区芝公園２－６－１５黒龍芝公園ビル３階
TEL（０３）３４３３－６４５６・FAX（０３）３４５９－７５０６

http : //www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前１０時～午後５時 休館＝土・日・祝祭日

国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度 ガバナー 野 﨑 潔 〒960-8163 福島県福島市方木田下川原 1 -26

TEL 024-573-9631 FAX 024-573-9632
E-mail：d２５３０＠hb.tp1.jpガバナー事務所
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