
ガバナーメッセージ

ロータリー親睦活動月間
国際ロータリー第２５３０地区

２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔
４月２５～２６日に行われました第２５３０地区の地区大会にはRI会長代理としてRI第２２０２地区スペインのフリオ・ソルフス様、令夫人

カルメン様をお迎えし、ご来賓の皆様そして地区内外より同期のG、PGを初め、青少年交換留学生、米山留学生、インターアク
ター、ローターアクターを含む１，３００余名の参加を得、盛大に地区大会を開催することが出来、大成功の内に終了することが出来
ました。ホストの北RC会員、コ・ホストRC会員の皆様には大会数週間前から用意周到なる準備の下にタイムスケジュール通り
に式典も進行し、参加者の皆さんから素晴しい大会であったと賞賛されました。関係各位のご支援ご協力に心から感謝申し上げま
す。RI会長代理フリオ・ソルフス様ご夫妻は大会終了後の２７日南相馬市の災害地を視察された後福島空港より関西空港経由でスペ
イン・バルセロナに帰られ５月１日無事帰国されたと感謝の言葉を添えてメールを頂きました。その一部を紹介します。
『ご親切に私達の滞在を素晴しく、豊かにして下さった会津での漆器店見学、「ピカソのような」蒔絵体験、福島の津波と震災の
地域の訪問を企画していただき、深く感謝します。
歓迎晩餐会では、地区のロータリアンの皆様だけでなく、地区外のロータリアンの皆様とお逢いできました。スペインのシャン
パンでの乾杯というお心遣いにも感謝申し上げます。地区大会の運営は、プログラム通りで大変素晴しいものでした。
私達のエイドである佐原様ご夫妻は、そのお心遣いと献身さで、最高のお務めをして下さいました。お二人をエイドとして選ん
で頂いたことに、感謝いたします。
沢山の新しい友人と共に「ロータリーに輝きを」添える忘れられない素晴しい地区大会に、改めて「どうも、どうも、有り難う
御座いました。」！Hasta la vista！「さようなら」（スペイン語）Cordially yours，Julio＆Carmen』
さて６月はロータリー親睦活動月間です。６月の特別月間の活動である、「ロータリー親睦活動」は、ロータリーの国際奉仕の
一部門です。
「ロータリー親睦プログラムは、国際ロータリーの構成プログラムで、レクリエーション活動、専門職分野、及び多種の保健や
医療機関に共通の関心を持つロータリアンが参加するプログラムです。現在、工学からワイン鑑賞まで幅広い関心事に熱心なロー
タリー親睦活動グループが７０以上あります。ロータリー親睦活動グループは、国際ロータリーから独立した活動を行っています。
２０００年１０月のRI理事会で６月を「ロータリー趣味・職業別親睦活動月間とすることを決定し、２００１年６月のRI理事会で「ロータ
リー親睦活動月間」とし「手続要覧２００１年」にもロータリアンは、国際親睦と奉仕活動を増進するため、親睦活動に参加するよう
奨励されていると記載されています。
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いわき分区 白水阿弥陀堂（いわき市）
４月２６日地区大会（福島市パルセいいざか）

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」



第６回諮問委員会報告 ………………………………………………………………………………………………

地区資金委員長 佐藤 吉弘（福島北RC）
２０１５年４月２５日�、福島市A・O・Z（アオウゼ）において、第６回諮問委員会が開催されました。
ＡＭ１１：００から野﨑潔Gの点鐘の後、開会されました。

＊報告事項
１．地区大会（４月２５日�～２６日�）のスケジュールについて川瀬成人地区幹事より説明がありました。
２．地区旅費規定について、佐藤吉弘地区資金委員長より改訂案について説明があり、種々議論がなされ、一部
修正がありましたが概ね原案通り承認されました。

会長・幹事会報告 ……………………………………………………………………………………………………

地区幹事 川瀬 成人（福島北RC）
開催日時：２０１５年４月２５日� ＰＭ２：００～ＰＭ２：４５
場 所：福島市A・O・Z（アオウゼ）

以下の議事が採決されました。

① 前年度決算・監査報告 ② 地区大会決議提案
③ 復興支援金（義援金）報告

地区指導者育成セミナー報告 ………………………………………………………………………………………

地区副幹事 北川 宏（福島北RC）
２０１５年４月２５日�、福島市のＡ・Ｏ・
Ｚ（アオウゼ）にて地区指導者育成セ
ミナーが開催されました。１４０数名の
参加を頂いたセミナーは、野﨑潔G
の開会点鐘に始まり、地区研修委員長
中澤剛 PGの挨拶を頂戴し、引き続き
講演へと進ませて戴きました。
ご講演を賜ります講師にRI理事 北清治様（浦和東RC）をお迎えし、テーマ『国際ロータリーの方向性』につ

いて講演が行われました。

＊国際ロータリーの目的 ＊国際ロータリーの使命
＊ロータリー財団の使命 ＊ロータリーの目的

ロータリーの目的・使命について大変わかりやすく、丁寧にお話しを頂き、講演終了時には参加者全員により熱
い拍手が送られました。

最後に野﨑Gより謝辞があり、閉会点鐘によりセミナーを閉じさせて頂きました。
約１時間３０分にわたる今回の地区指導者育成セミナーもRI 理事 北清治様、野﨑G、中澤PG、そして大変多く

のロータリアンのご出席を頂き、無事終了する事が出来ました。皆様に深く感謝申し上げます。
以上、国際ロータリー第２５３０地区・地区指導者育成セミナーの開催報告とさせて頂きます。

主な行事
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RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会報告 …………………………………………………………………………………

地区大会実行委員会 副委員長 佐藤 允昭（福島北RC）
２０１５年４月２５日�、福島市のホテル
辰巳屋にてPM６：００よりRI会長代理
フリオ様・令夫人カルメン様をお迎え
して歓迎晩餐会が盛大に行われまし
た。
地区内外のご来賓約６０名を含む２８２

名のご出席を頂きました。感謝申し上
げます。
エイド役を務めて頂いた、佐原元PG・令夫人和佳子様の先頭で入場し壇上で待つ野﨑潔G・令夫人孝子様に引き

継ぎを行い、固い友情を深めました。
RI 会長代理フリオ様の挨拶が流調な日本語でスピーチをされ、会員より大きな拍手で盛り上がりました。
祝演では、琴の演奏で始まり、山形舞子の祝舞で日本の文化を紹介しながらご披露し、RI 会長代理フリオ様・

令夫人カルメン様もカメラ片手に大変喜んでおられました。
乾杯にはスペイン産スパークリングワイン（シャンパン）を用意され、渡邉直前Ｇより乾杯のご発声で宴が始ま

り、各テーブルで楽しく会話が弾み、あっという間の２時間でした。
最後に全員で「手に手つないで」友垣の輪を作り、友情を尚一層深め閉会となりました。
第２５３０地区県北第２分区の協力を得てホストクラブ福島北RCとして有意義な歓迎晩餐会であったと思います。
誠に有難うございました。

国際ロータリー第２５３０地区 地区大会開催報告 …………………………………………………………………

地区大会実行委員会 委員長 金平 祖隆（福島北RC）
地区大会本会議は２０１５年４月２６日
�、福島市のパルセいいざかにおいて
ＡＭ９：００より会員登録が始まり、県
内外各地よりロータリアンが次々と入
場し予定の席は３０分ほどで埋め尽くさ
れました。
ＡＭ９：５５～RI 会長代理フリオ・

ソルフスご夫妻がご入場され大きな拍
手でつつまれました。
ご夫妻は、会場に手を振りエイド佐原元ご夫妻のご先導でステージに上がられ、主催者である野﨑潔Gと固い握

手を交わされ、一段と場内に熱気があふれました。
すでにご着席のご来賓も、起立を持ってお迎え頂きました。
ＡＭ１０：００～野﨑Gの開会点鐘により記念すべき地区大会が開催されました。
スペイン国歌斉唱
日本国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」を本間良平ソングリーダーのもと大合唱となりました。
続いて物故会員へ黙とうを捧げました。
RI 会長フリオ・ソルフス様のご紹介、ご来賓の紹介があり、参加各クラブを分区単位で紹介、その都度歓迎の

拍手が起きました。続いて IAC、RAC、青少年、交換留学生、米山奨学生が紹介されました。
大会実行委員長より歓迎の言葉と大会協力を頂いたコ・ホストの皆様と大会役員への今日までの協力によって大

会が開催されることへの謝辞を述べさせていただきました。
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ホストクラブである北RC菅野日出喜会長より、歓迎の言葉が述べられました。
野﨑Gは主催者を代表し、今大会を成功のうちに終了できますよう、ロータリーの友情と絆をお願い致しました。
RI 会長代理フリオ様は、挨拶に立たれ、冒頭に俳人松尾芭蕉の「霜を着て 風を敷き寝の 捨て子哉」を読み

上げ挨拶が始まりました。スペインと日本の２国間において共有できるものが多くあることを強調されておられ、
非常に印象的な講演でありました。大変親日家であり、東日本大震災のことを非常に心配なされておられ被災者の
方々へ心から同情なされている様子が受け取れました。
記念講演はブータン王国政府特別首相顧問のペマ・ギャルポ氏でしたが、世界一国民が幸福感を持っている国と

言われる自国をスライドで紹介していただき、自然保護と国民の生活が一体化している現状を学ばせて頂きまし
た。幸福度世界一といわれる所以が理解できました。
大会も終盤に入りロータリー功労者に表彰並びに感謝状の贈呈がありました。受賞の皆様に心よりお祝い申し上

げます。
開会式典となり酒井善盛GE、佐久間英一GNそれぞれの紹介とご挨拶あり、次期大会ホストクラブ、大谷和年南

相馬RC会長より次期大会のホストをお引き受けする旨の力強い決意を表明され、会場から大きな拍手で激励され
ました。
RI 会長代理フリオ・ソルフス様より最後に大会所感として大変良い大会でロータリーの未来は続くというお言
葉を頂きました。
川瀬地区幹事の閉会のことばでＰＭ４：００に２０１４－１５年度地区大会が終了致しました。
力量不足の実行委員長で数々ご迷惑をおかけしたことと汗顔の至りでございます。
ロータリーの友情に免じてお許しいただければこの上無き幸せでございます。ご指導、ご協力誠にありがとうご

ざいました。

２０１４－１５年度 第３回WCS審査会議開催結果報告 ……………………………………………………………

ロータリー財団委員会 委員長 平井 義郎（福島中央RC）
２０１５年４月２６日�、福島市のパルセいいざかに於いて第３回WCS審査会議が開催された。
出席者は野﨑潔G、味戸道雄WCS審査会議長、武田安永国際奉仕委員長、ノワロー・ジョン・パスカル国際奉仕

委員会副委員長、志田公司補助金委員長、平井義郎ロータリー財団委員長の６名。
議題は福島グローバルRCより申請のあった「庭の富」（原題「Yamansa Hardin」貧困家庭における有機都市農

業プロジェクト）マンダルーヨン及び近隣地区を対象に貧困家庭を選出し、食育の基本を確立させ、貧困家庭が抱
える一般的な病気の根絶を目指すというもので審査の結果全員賛成のもと承認された。
承認金額内訳は以下の通り
クラブ支援額 福島グローバルRC ５０，０００円
地区WCS基金 ４５０，０００円
プロジェクト合計 ５００，０００円
約３６世帯分の設備を寄贈し更なる事業拡大に寄与したい。
贈呈には、クラブから１－２名がマンパサンRCを訪れ、実地視察を行う予定です。

会津若松城南RC創立３０周年記念事業 ＜元気を届ける復興支援特別公演＞ 開催報告 ………………

会 長 野口 雄介（会津若松城南RC）
公演 現代版組踊「息吹～南山義民喜四郎伝」
２０１４－１５年度に会津若松城南RCは、創立３０周年を迎えました。３０周年の記念事業として去る２０１５年３月２９日�、
風雅堂にて＜元気を届ける復興支援特別公演＞現代版組踊「息吹～南山義民喜四郎伝」を開催致しました。
会津の小中高生が演じる、歴史偉人ミュージカルを通じて被災者の皆さんに、笑顔とパワーそして明るい希望を

届けたいとの主旨で実施致しましたが、当日は会津若松市長にもご臨席、ご祝辞を頂き、風雅堂の会場は、２階席
にまで及ぶ１３５２名の大勢のご来場者にご参加頂き、大成功にて終えることができました。
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子供達が演じた舞台とは思えないほど大きな感動があり、涙があり、
そして、南山義民の生き様を通じて発せられる強烈なメッセージがあり
ました。復興を願い、一人ひとりが行動に移している子供達の姿は大勢
の観客の皆様にも力強いエールになったと思っております。
今回の舞台では、会津に避難している被災者の皆様をご招待し、会津

の歴史と文化への理解を深めてもらい、また、舞台作りや舞台鑑賞を通
じて、避難している青少年と会津の青少年との交流のきっかけとしても
らいたいと考えました。舞台参加の募集は会津若松の全中学校・高校に
呼び掛けを致しました。結果、会津若松市をはじめ、喜多方市、会津坂
下町、会津美里町、下郷町の小中高校生１７名が集まりました。２０１４年１１
月３０日のワークショップを皮切りに、毎週日曜日、会津若松にて南会津
の子供達との合同練習が始まりました。
年が明けると、子供達の練習にも一層熱が増してきました。会津の子

供達は日曜日の若松市内での合同練習のみだったのですが、土曜に行っ
ている南会津（舘岩）の練習にも参加したいという声が多くなりまし
た。会津若松城南RCの会員で手分けをして、毎週土曜は、南会津まで
子供達の送迎を行いました。毎週お互いに行ったり来たり、雪道２時間
以上を掛けて移動し、舞台のために練習を積み重ねてきました。寒い体
育館で必死に練習する姿、応援するご家族様の姿を見るにつけ、風雅堂を満員にして舞台を成功させたいという思
いが強くなったものでした。
周年事業の成功の勢いを保ち、５月２３日�に開催された記念式典も盛大に開催されました。

会津若松南RC「創立４５周年記念式典」開催報告…………………………………………………………………

会 長 天井 正一（会津若松南RC）
会津若松南RC創立４５周年記念式典は、２０１５年４月１８日�会津若松ワシントンホテルにて、室井照平市長、大橋

廣治 PGをはじめ多くのご来賓の方のご参加をいただきました。
また、友好クラブの京都亀岡RC１１名、山形鶴岡RC４名のご参加も頂き１００名を超える式典となりました。
記念事業は、全国大会等で活躍している、会津若松市立第四中学校吹奏楽部にバス・クラリネットを贈呈しまし

た。祝賀会において、そのバス・クラリネットを使用して第四中学校吹奏楽部によるアンサンブルを行って頂き、
「カルテットインＦ」、「上を向いて歩こう」を奏でてもらいました。これからも、全国大会等で上位入賞を期待し
ます。記念独演会として、地元出身である落語家三遊亭兼好師匠を迎えまして参加者全員で楽しい一時を過ごして
もらいました。感謝状及び記念品贈呈では、歴代会長第４０代から第４４代会長に、また、当クラブ最高齢で９１才の坂
場豊司さんにも感謝状と記念品を贈呈いたしました。ますますお元気でクラブ活動にご参加頂きたいと思います。
この創立４５周年を無事迎えることが出来ましたことに皆様に感謝し、更に５０周年、６０周年と決意新たに、ロータ

リアンとして奉仕活動の充実を図って参りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。
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梁川ＲＣ創立４０周年記念式典開催報告 ……………………………………………………………………………

会 長 三品 清重郎（梁川RC）
２０１５年５月９日�梁川小学校講堂に
おいて、創立４０周年記念式典を、梁川
中央交流館で祝賀会を開きました。
当日は、野﨑潔G、伊達市長はじめ
佐藤喜市郎県北第二分区G補佐、県

北第二分区各クラブの会長・幹事の皆
様、梁川RC歴代のパスト会長の皆様、
会員及び夫人の皆様に出席頂きまし
た。
開会点鐘、国歌斉唱、ロータリーソング斉唱に続いて物故会員への黙祷 そして、松原俊夫実行委員長の感謝の

挨拶がありました。会長の式辞では、地域の皆様への感謝、歴代会員への感謝 そして、次なる５０周年を目指す決
意の挨拶がありました。野﨑G、伊達市長より祝辞を頂いた後、三品清重実行副委員長より４０年間の歩みの紹介が
ありました。
創立４０周年記念事業として、式典に先立ち、梁川小学校講堂へのピアノ寄贈、そして、ピアノを活用して復興ミ
ニコンサートを開催しました。ピアニストとして活躍致しておりますロータリー財団元国際親善奨学生 富山律子
様を迎え、ピアノ演奏、梁川交響吹奏楽団の皆さんによる演奏、最後に、横山幸子様の昔話の語りを富山様とのピ
アノによるコラボ伴奏で行いました。町内外の３００名余りの聴衆により、盛会裡に開催する事が出来ました。
祝宴は、向かいの梁川中央交流館に移動いたしまして、雅楽演奏により幕を上げ、厳かな雰囲気で開宴し、復興

ミニコンサートの模様や式典をダイジェストで放映し、盛況の中、綴じ目を致しました。

福島中央RC創立２５周年記念式典開催報告 ………………………………………………………………………

会 長 箭内 一典（福島中央RC）
福島中央RCの創立２５周年記念式典
を２０１５年５月１６日�にザ・セレクトン
福島（旧福島ビューホテル）にて挙行
いたしました。式典には約１５０名が出
席、芳賀裕実行委員長の歓迎の挨拶
後、会長の箭内一典が「気持ちを新た
にロータリー活動に取り組んでいく」
と式辞を述べました。その後「交通遺
児激励金」の目録を小林香福島市長に、「ロータリー財団特別寄付」「米山記念奨学会特別寄付」目録を野﨑潔G
にそれぞれ贈呈しました。式典の中では、滋賀県の長浜東RCとの友好クラブ調印式が仲人役の大橋廣治PG立会い
のもと行われました。式典では野﨑潔G、小林香福島市長、余喜男台北東南RC会長、竹田修一長浜東RC会長、紺
野晴郎福島クラブ直前会長に祝辞を頂きました。
また、式典に先立ち記念講演が行われ、第２５７０地区 PG高橋福八氏が「思えば叶う」という題で講演しました。
式典終了後には祝賀会が行われ、阿久津肇PG、ＯＢでもある�東邦銀行頭取 北村清士氏、大橋廣治PGにそれぞ
れ御挨拶をして頂きました。
今回、遥か遠方より友好クラブの台北東南RC２１名、長浜東RC１２名が来訪して、創立２５周年記念式典に参列して

頂きました。
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２０１４－１５年度 第３５回 RYLA研修会開催報告 ……………………………………………………………………

RYLA委員会 委員長 早川 敬介（郡山北RC）
２０１５年５月１６日�～１７日�にわたり、ホテル華の湯において、第３５
回RYLA研修会を、研修生２３名・ロータリアン２３名で開催いたしまし
た。
開校式・オリエンテーションでは、佐久間英一GNご挨拶、佐藤利

男青少年奉仕委員長より歓迎のことばをいただき、４班に分かれた研
修生の意識も高まった様子です。
午後２時より、小生の別肩書「市民教育フォーラム会長」として、

「キャリア教育」～広い視野で人生の設計～を作成し・福島県の復興
に関わりあっていってほしいことなどを講演致しました。
その後、県内各地から参加されておられる方々の近くにもYOSAKOI の団体があることを視野に、うつくしま

YOSAKOI振興会県中支部長の大竹幹夫先生と指導員２名によるYOSAKOI演習を行いました。参加ロータリアン
も一汗かくほどの運動量で、研修生は一曲の踊りを完成させていました。
夜は、グループごと「ふくしまの未来～私の人生設計～」をテーマに２回のグループディスカッションをしてい

ただきました。
翌日早朝、６：３０より磐梯熱海温泉「ケヤキの森散策コース」を約３０分散歩しました。
朝食後、昨年当地区より国際RYLA研修会に参加された佐藤はるか（東邦銀行国際営業部勤務）氏を講師に「国際
RYLA・RI国際大会（シドニー）に参加して」と題して、続いて３月２１・２２日ホテルハマツにおいて第２７回全国ロー
ターアクト研修会開催の実行委員長を務められた鈴木雄喜（ばんだい東洋建設勤務）氏がその体験から「ローターア
クトについて」と題し、人とのつながりが自分を大きく成長させていただけていることなどを熱く話されました。
青少年奉仕委員会RYLA委員長を拝命し、「RYLA研修会」を東日本大震災以後の３年間「ふくしまの未来」を

テーマにし、「福島県の復興の担い手として、若者が自分の人生を豊かに、自覚を持って歩んでほしい」との思い
で取り組んでまいりました。
この事業に対するロータリーの皆様方と研修生を送り出して下さった企業の方々のご協力に感謝申し上げ、次年

度以降参加研修生・ロータリアンがこれまで以上に広がりますことを祈念いたします。

地区復興補助金プロジェクト「チンチン電車でＧＯ！ＧＯ！」報告 …………………………………………

会長 海老原 三博（保原RC）
保原RCでは、２０１５年４月１８日�に創立５０周年事業の中心に「チンチ

ン電車修復事業」を実施し、展示除幕式とあわせて、「チンチン電車で
GO！GO！」という子ども向けイベントを実施しました。除幕式には伊
達市長をはじめご来賓のご臨席を頂き、盛大に実施されました。子ども
向けのイベントでは「帰っておいでよお友だち」をテーマに避難児の帰
郷を呼びかけました。保原RCの全会員と有志の婦人方が参加し、集
まった親子に会員が作ったハンバーガー、焼きそば、ポン菓子、芋煮、
わたあめを無料で提供し、金魚すくいも楽しめるよう、準備し実施しま
した。大型のふわふわ遊具も３台設置し、それぞれの担当もクラブ員が
子どもたちの安全を見守りました。ステージでは、協力幼稚園、こども園の園児たちが太鼓演奏や歌の発表を行う
と共に、フルートの演奏、パフォーマーによるステージで、集まった親子約８００名が楽しむことが出来ました。
修復の終わったチンチン電車も内部公開を行い、当時の運転手さんのお話しを聞き、往時を知る年配の方も、初

めて見る子どもたちも、それぞれの思いで電車を楽しみました。
多くの子どもたちが楽しく過ごしたイベントでした。
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いわき分区
いわき常磐
RC

中央分区
郡山RC

中央分区
郡山RC

大大場場 敏敏宣宣 石石川川 学学 羽羽田田 真真人人
●入 会 日 ２０１５年４月１日
●職業分類 温泉旅館
●勤 務 先 岩惣

●入 会 日 ２０１５年４月９日
●職業分類 団体保険
●勤 務 先 野村証券㈱郡山支店

●入 会 日 ２０１５年４月９日
●職業分類 保険一般
●勤 務 先 東京海上日動火災保険㈱福島支店

中央分区
郡山RC

県北第一分区
福島RC

県北第一分区
福島RC

橋橋本本 昭昭広広 野野原原 邦邦亮亮 反反後後 太太郎郎
●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 化学薬品製造
●勤 務 先 保土谷化学工業㈱郡山工場

●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 証券業
●勤 務 先 野村証券㈱福島支店

●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 産業廃棄物処理業
●勤 務 先 クリーンテック㈱

県北第一分区
福島RC

県北第一分区
福島RC

県北第一分区
福島RC

佐佐藤藤康康太太郎郎 中中尾尾根根康康宏宏 井井上上 賢賢司司
●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 損害保険ジャパン日本興亜㈱
●勤 務 先 損害保険ジャパン日本興亜㈱福島自動車営業部損害保険

●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 銀行業
●勤 務 先 日本銀行福島支店

●入 会 日 ２０１５年４月２３日
●職業分類 銀行業
●勤 務 先 みずほ銀行福島支店

県北第一分区
福島RC

会津分区
会津若松西
RC

会津分区
会津坂下
RC

靏靏丸丸 直直久久 白白井井 千千行行 前前田田 光光男男
●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 証券取引
●勤 務 先 SMBC日興証券㈱福島支店

●入 会 日 ２０１５年５月７日
●職業分類 税理士
●勤 務 先 白井千行税理士事務所

●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 保険業
●勤 務 先 まごころ総合企画

新会員紹介
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会津分区
会津坂下
RC

会津分区
会津坂下
RC

会津分区
会津若松南
RC

古古川川 庄庄平平 石石田田 栄栄 鈴鈴木木 武武
●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 アグリビジネス
●勤 務 先 ㈲アルス古川

●入 会 日 ２０１５年４月１６日
●職業分類 アグリビジネス
●勤 務 先 ㈲しんかい農耕

●入 会 日 ２０１５年４月６日
●職業分類 旅行業
●勤 務 先 ツーリストあいづ

県南分区
須賀川RC

県中分区
本宮RC

県中分区
三春RC

松松村村 聡聡亮亮 影影山山 琢琢也也 橋橋本本 国国春春
●入 会 日 ２０１５年４月２７日
●職業分類 生命保険
●勤 務 先 日本生命保険相互会社 須賀川営業部

●入 会 日 ２０１５年４月１日
●職業分類 新聞記者
●勤 務 先 福島民友新聞社 本宮支局

●入 会 日 ２０１５年３月１日
●職業分類 公務員
●勤 務 先 三春町役場

県中分区
船引RC

県中分区
船引RC

県中分区
船引RC

石石井井 雅雅修修 上上遠遠野野尊尊文文 菅菅原原 幹幹也也
●入 会 日 ２０１５年４月１１日
●職業分類 測量設計
●勤 務 先 石井測量設計事務所㈲

●入 会 日 ２０１５年４月１１日
●職業分類 建物解体業
●勤 務 先 ㈲カトウノ興業

●入 会 日 ２０１５年４月１１日
●職業分類 生命保険
●勤 務 先 三井生命保険㈱

相双分区
相馬RC

相双分区
相馬RC

県北第二分区
福島北RC

須須釜釜 豊豊和和 谷谷口口 隆隆治治 石石川川 憲憲一一
●入 会 日 ２０１５年４月７日
●職業分類 新聞発行
●勤 務 先 福島民報社 相馬支局

●入 会 日 ２０１５年４月７日
●職業分類 新聞発行
●勤 務 先 福島民友新聞社 相馬支局

●入 会 日 ２０１５年５月１２日
●職業分類 損保保険業
●勤 務 先 損保ジャパン日本興亜㈱
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県北第二分区
福島北RC

県北第二分区
保原RC

県北第二分区
保原RC

神神谷谷 英英樹樹 木木野野真真一一郎郎 半半澤澤 敏敏弘弘
●入 会 日 ２０１５年５月１２日
●職業分類 証券業
●勤 務 先 大和証券㈱

●入 会 日 ２０１５年４月２日
●職業分類 生命保険
●勤 務 先 明治安田生命保険� 保原営業所

●入 会 日 ２０１５年４月２日
●職業分類 銀行
●勤 務 先 東邦銀行 保原支店

県北第二分区
保原RC

県北第二分区
川俣RC

県北第一分区
福島RC

和和田田 浩浩 丸丸樹樹 新新一一 久久保保田田吉吉朗朗
●入 会 日 ２０１５年４月２日
●職業分類 新聞社
●勤 務 先 福島民報社 伊達支社

●入 会 日 ２０１５年４月１日
●職業分類 飲食業
●勤 務 先 ㈲新川

●入 会 日 ２０１５年５月２１日
●職業分類 損害保険
●勤 務 先 あいおいニッセイ同和損害保険㈱

県北第一分区
福島RC

県北第一分区
福島西RC

茂茂木木 正正志志 佐佐々々木木喜喜弘弘
●入 会 日 ２０１５年５月２１日
●職業分類 火災保険
●勤 務 先 三井生命保険㈱

●入 会 日 ２０１５年４月１３日
●職業分類 サービス産業（ホテル管理）
●勤 務 先 摺上亭 大鳥

訃 報 物故会員 謹んでご冥福をお祈りいたします

いわき分区 いわき内郷RC

２０１４年８月２８日ご逝去

２００６－０７年度クラブ会長

１９９３年５月１日入会

ロータリー歴 ２２年

相双分区 原町RC

２０１５年４月２４日ご逝去

１９８５－８６年度クラブ会長

１９６８年４月９日入会

ロータリー歴 ４８年

三本松 清
（享年７８歳）

濱野 博充
（享年７６歳）

月信委員会よりお願い
野﨑潔Ｇ年度の月信も次
号で最終号を迎えます。
各分区・クラブの活動報
告等ございましたらガバ
ナー事務所までお寄せ下
さい。
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４月の地区出席率報告
２０１５／５／２０現在
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会員の退会防止とゾーンの戦略計画 RI 第３ゾーン ロータリーコーディネーター 安満 良明（加治木RC）
今年度も後わずかとなりました。今一番大事なのは、会員の退会防止です。例年年度末の６月にたくさんの退会者がおられま
す。クラブをあげて退会防止に取り組んでください。
さて、去る４月１８日に次年度のための第３ゾーンリーダー会議を福岡で開催し、２０１５年７月１１日�に福岡にて第３ゾーンロータ
リー戦略計画推進セミナーを開催することが話し合われました。次年度からは、ロータリーコーディネーターとロータリー公共イ
メージコーディネーター、ロータリー財団地域コーディネーターの共催で開催されます。今回初めて三つのコーディネーターが共
催することになり、ロータリー戦略計画の三つのテーマ「クラブのサポートと教化」、「人道的奉仕の重点化と増加」、「公共イメー
ジと認知度の向上」が揃って学び話し合える機会となりました。クラブがクラブのための戦略計画を立案し推進していき、それを
基にガバナーと地区の戦略委員会が地区の戦略計画を立案推進していただくことが大切だと思います。永年の会員減少の中に、
やっと歯止めがかかり会員増加の兆しが見えてきた中、クラブがしっかりと、クラブの未来像を見据えて戦略計画をたて推進して
いくことが、各々のロータリークラブの基盤を確たるものにすることだと思います。

クラブで取り組む公共イメージ向上―次年度に向けた目標
RI 第３ゾーン ロータリー公共イメージコーディネーター 岩永 信昭（長崎北東RC）

公共イメージ向上はここ数年益々強調されている戦略計画優先項目の一つです。ラビンドランRI 会長エレクトは以下に対する
取り組みをクラブに強く奨励されています。

１）地元メディアによる報道の推進－メディア報道を担当する会員を指名しクラブの活動等を取材してもらうよう働きかける。
２）「ボイスとビジュアルアイデンティティのガイド」の導入促進－RI ウェブサイト内ブランドリソースセンターからダウンロー
ドできるこのガイド（写真）を利用しクラブのウェブサイトや出版物に導入しロータリークラブ・セントラルへ報告する。
３）デジタル媒体やソーシャルメディアの活用推進

これらは次年度RI 会長賞の受賞条件にも含まれており、各クラブで積極的に取り組まれて下さい。地区広
報委員会そしてコーディネーターが皆様方のサポートを喜んでさせて頂きます。ご理解の程何卒宜しくお願い
申し上げます。

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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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 ―残り２カ月をよろしくお願いします― ・博士号取得状況 ―ご報告お待ちしています―

・美化活動を通じて日台の懸け橋に ―台湾米山学友会― ・ネパール大地震について
・２０１５年度帰国学友歓迎会を開催 ―韓国米山学友会―

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight182_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.３３２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。

必読のロータリー情報
◎「信天翁（AHODORI）よちよち歩く」

斉木亀治郎 姫路R.C. １９７０ ２０９ｐ
◎「ロータリーの初心をたずねて」

小堀憲助 東京千種会 １９７１ ５４ｐ
◎「ロータリーにおける思考と行動」 菅野多利雄 １９７２ １２８ｐ
◎「おゝロータリアン（職業奉仕とは）」

金沢北R.C. １９７５ ８４ｐ

◎「ロータリーの本」 森光繁 今治R.C. １９７１ １２６ｐ
◎「ようこそロータリーへ・新装」

佐藤千壽 東京江北R.C. ２０００ ８７ｐ
◎「純粋ロータリー理論からみたロータリーの経営哲学」

小堀憲助 千種会 ２００９ ７９ｐ
［上記申込先：ロータリー文庫］

◎「ロータリーの森を歩く」 佐古亮尊 大村北R.C. ２００５ ３４５ｐ
［申込先：長崎新聞社出版室 FAX（０９５）８４８－４８５６］

◎「ロータリーの心と原点」 廣畑富雄 ２０１４ １７１ｐ
［申込先：�エムケイスペース FAX（０９２）７３７－９５５７］

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
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