
ガバナーメッセージ

一年間を振り返って
国際ロータリー第２５３０地区

２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔
２０１４－１５年度も６月末日を以って無事終了することが出来ました。本年度RI会長ゲイリーC．K．ホァン氏は「LIGHT UP ROTARY」「ロー
タリーに輝きを」をRI のテーマとして示されました。
会員増強、ロータリー財団への協力、ロータリーデーの開催を通じて地域社会との強力な結びつき、さらにクラブを強化しロータリーに輝き

をもたらせば、ロータリーの奉仕活動により世界は一段と輝きを増すだろうと述べられました。
RIのテーマを受けて当地区の目標として「ロータリーの心を大切に クラブを活性化させよう！」と定め、地域社会に期待される地区活動を

展開してまいりました。また、クラブの公式訪問では８分区のガバナー補佐の皆様には大変お世話になりました。各クラブの会長・幹事をはじ
め、会員の皆様には大変温かく迎えて頂き、６６クラブの公式訪問も無事に終えることが出来ました。改めて皆様のロータリーの友情に心から感
謝申し上げます。
これらの活動を展開する中で、原町中央ロータリークラブによるテクノアカデミー浜ローターアクトクラブ、福馬中央ロータリークラブによ

る福島中央ローターアクトクラブ、三春ロータリークラブによる田村高校 JRCインターアクトクラブの誕生により、当地区の未来への大きな
発展へと繋がっていくものと期待出来るのではないかと嬉しく思っております。
今年度は諸般の事情により地区大会を４月に実施致しましたが、全国３４地区の中で最後の地区大会となりました。同期のガバナーの皆様２２名

のご参加を頂き、またRI会長代理としてスペインのフリオ・ソルフス氏と令夫人カルメン様にご出席頂き、そのエイド役としてパストガバナー
佐原元様ご夫妻に大会前後４日間に亘り大変お世話になりました事、心より感謝申し上げます。大会は１，３２５名の会員参加の下、４月２５日のRI
会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に引き続き、４月２６日の本大会では大会実行委貝長を中心に福島北ロータリークラブ、コ・ホストクラブ一丸となっ
て大会に向けタイムスケジュール通りスムーズに進行し、参加者の皆様から大変素晴らしい大会であったと賞賛のお言葉を頂きました。
大会後、RI会長代理フリオ・ソルフス氏は南相馬の震災被災地を廻られ、恐ろしい津波の爪痕が眼前に広々と広がっている様子を見て言葉を

失い、しばらくの間ただ茫然自失、その場所に立ち尽くすのみという状況でした。フリオ・ソルフス氏は東日本大震災について「この恐ろしい
災害に直面した時、日本人は誇りと自己犠牲と勤勉さを保ちつつ生活し、その回復力と勇気は世界を驚かせました。」と言われ、「県内外で避難
生活を送る会員もいる復興途上の地域ですが、『前を向いて』一日も早く立ち直ることを念じます。」と手を合わせて私達を励ましてくださいま
した。その後、フリオ・ソルフスご夫妻は須賀川の福島空港に向かわれ、我々は送迎デッキでスペインの国旗とロータリーの地区旗を大きく掲
げ、空港を飛び立つまでお見送りしました。そして５月１日にスペインに無地に到着されたフリオ・ソルフス氏からは「福島での地区大会を生
涯忘れることはないでしょう。」と感謝のメッセージを寄せて頂きました。
最後となりましたが、地区大会が皆様のご協力を頂き無事終了することが出来ました事は私のガバナーとして最高の喜びであり、生涯忘れ得

ぬ大切な思い出となりました。
ガバナーの任期を終了するに当たり、ご協力頂きましたガバナー補佐、地区幹事、地区役員そして地区委員をはじめ会員の皆様とご教導賜り

ました諸先輩の皆様方に心から感謝申し上げます。
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夏の福島競馬場（福島市）
RI 会長代理歓迎晩餐会（４月２５日 福島市ホテル辰巳屋）
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「ソフトブロック」を県保育協議会へ贈る …………………………………………………………………………

会長 髙橋 勇雄（福島南RC）

東京麹町RC（秋山宗和会
長）と福島南RC（高橋勇雄
会長）は２０１５年４月１５日�、
福島県保育協議会（国井隆介
会長）に子供用玩具「ソフト
ブロック」を１３セット贈りま
した。
本来、東京麹町RCが企画

した事業に姉妹クラブである
福島南RCが共同参加企画し
たものです。贈呈内訳は東京麹町RC１０セット、福島南RC３セットです。
東日本大震災以来、県内の子供たちの屋内遊びを支援する目的で東京麹町RCが昨年より行っている事業でもあ
ります。
贈呈式は福島市の県総合社会福祉センターで行われ、秋山会長と髙橋会長が子供たちを代表して出席した市内の

あすなろ保育園の園児にソフトブロックを手渡しました。
ブロックは同協議会のいわき支部と県北支部に贈られます。

石川RC 新地区補助金報告…………………………………………………………………………………………

会長 矢吹 雅弘（石川RC）

＜実 施 月 日＞ ２０１５年４月２８日�
＜プロジェクト名＞ 永遠の時を刻む時計台設置プロジェクト
＜参加ロータリアン＞ 全会員３８名中３０名参加
＜対 象＞ 石川町全町民
＜奉仕活動内容＞
児童数減少により石川町内小学校６校が統廃合して、２０１５年４月、
新たな石川小学校の開校にあたり、永遠の時を刻む時計塔を設置しま
した。新たな歴史を刻む時計塔を統合の象徴として位置づけ、住民の
心を一つにするシンボルとします。作業はすべてクラブ会員の奉仕作
業で、主に例会後、実施しました。贈呈式当日は、石川町町長、教育
長、校長においでいただ
き（工期の遅れから贈呈
場所は工事現場というこ
とで、児童代表の同席は
かないませんでした）、
役場広報係、福島民報、
福島民友、町内新聞の町
民ニュース、夕刊いしか
わの取材を受け、大きく
報道されました。

主な行事
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川俣RC創立３５周年記念式典 開催報告 …………………………………………………………………………

会長 紺野希予司（川俣RC）

去る２０１５年５月２０日�、川俣RC創立３５周年記念式典が川俣町
「割烹 新川」にて開催され、ご来賓に国際ロータリー第２５３０地
区ガバナー野﨑潔様、ガバナー令夫人野﨑孝子様、川俣町長古川
道郎様始め５７名の方々をお招きしました。当クラブ会員３８名と１０
名の会員の奥様方のご協力をいただき、盛大に開催することが出
来ましたことを心より皆様に感謝申し上げます。
川俣RCは青少年の健全育成を目的にRC杯各種スポーツ大会を

創立より３５年間に渡り一貫として主催してまいりました。そこ
で、記念事業としまして川俣町の希望と未来を担う子供達の教育
基金として川俣町に３０万円を贈呈することにしました。また、地
域のスポーツ振興に功績のあった２つのスポーツ団体に金一封を添えて表彰
状を贈呈し、更なるご活躍をご祈念申し上げました。
祝宴では、県北第二分区ガバナー補佐佐藤喜市郎様よりお祝いのお言葉を

いただいた後、プロの口笛奏者柴田晶子様による心洗われる穏やかな空間を
感じられた素晴らしい口笛の記念演奏を披露していただきました。
お料理等は屋台コーナーを設けまして、手打ち十割蕎麦、揚げたての天ぷ

ら、握り寿司、カクテルバー等会員による手作りのおもてなしの心を合わせ
てご賞味いただけたのではと思います。
川俣RCも創立４０周年に向かって精進してまいりますので、今後とも温か

いご支援とご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

福島２１RC特別事業 「歌でふくしまを元気に」プロジェクト 開催報告 ……………………………………

実行委員長 野崎 正広（福島２１RC）

「第１回 皆で繋ごう歌ま
つり inこむこむ」を２０１５年５
月１７日�に開催いたしまし
た。下は５歳、上は９４歳ま
で、民謡あり、ゴスペル、合
唱、弾き語り、カラオケ、ア
カペラ etc と、幅広い世代と
幅広い歌のジャンルで、ここ
福島から思いをメロディに乗せて、皆さん元気に発信していただきました。
ゲスト審査員はフリーアナウンサーの大和田新さん、シンガーソングライターのAVEさん。出場者一人ひとり
に、温かく真摯な審査をしてくださり、時にはユーモアたっぷりにコメントをいただき、会場を楽しい雰囲気で包
んでくださいました。また、AVEさんにはアコースティックライヴで歌を披露していただきました。
皆さん甲乙付け難いレベルの高さで、審査員の面々も審査にはだいぶ頭を悩ませたようですが、見事グランプリ

には「金沢望郷歌福島バージョン」を歌われた７３歳の牧野功芳さんが輝きました。笑いあり涙ありの感動のフィナ
ーレには全員で「切手のないおくりもの」を合唱し幕を閉じました。
世代を越えた出場者のみなさんの歌声からは、ふくしまへの思い、ふくしまの元気がしっかりと伝わってきまし

た。感動の一日でした。
次年度もこの事業を継続いたします。皆さまのご協力に感謝申し上げます。

３５周年式典当日の川俣RC会員・奥様集合写真

祝宴の最後に野﨑潔G、令夫人を囲み、
会場の皆様とともに「花は咲く」を合唱しました。
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県南分区インターシティミーティング 開催報告 ………………………………………………………………

県南分区ガバナー補佐 味戸雄二郎（須賀川ぼたんRC）

「日本の心を味わい仲間と友情を深めよう」のスローガン
で会員相互の親睦と友情の交換に重点をおき２０１５年５月２３日
�に県南分区 IMを開催しました。
味戸道雄 PGに新入会員セミナー講師、そして式典終了後

「ロータリー研修会」においても「ロータリーと日本文化」
のご講演もいただきました。
式典も懇親会も参加された１２０名のロータリアンには県南

分区にある９クラブの会員ではなく県南分区の一つの仲間で
あるとの意識を持っていただくためにそれぞれのクラブごと
のテーブル席ではなくあえて一つのテーブルに様々なクラブ
の仲間と座れるように着席していただき新たな親交を深め日
本文化を一緒に楽しんでいただきました。
IMでは、ホストクラブである須賀川ぼたんRCの代表的な

２つの奉仕活動を参加者に体験していただきました。
１つ目「県南分区そば打ち会」。朗らかに笑いの絶えない

会でした。ホストクラブの渡邉徳雄会員・安田長蔵会員がそ
ばを打ち、８５歳になるぼたんクラブの重鎮高野芳夫会員が説
明をし参加者がそばを切り懇親会で食しいただきました。
２つ目は「県南分区交流茶会」。凛とした会でした。会員

・会員夫人は着物を着て会場でお出迎え、立礼席（りゅうれ
いせき）を設営して亭主にはぼたんクラブ山本克司会員が作
法説明、お点前が栗原敏郎会員、半頭は郡部仁喜会長、お運
びに大内道男エレクトそして陰立て、お運びと会員夫人がお
手伝いをいただきました。２つの会場の誘導は薄井正喜会員
と私がまさしく須賀川ぼたんRC全員で奉仕をさせていただ
きました。
美しい琴の音の中で懇親会会場に入場していただき自ら
打ったそばに舌鼓をうち普段お話をする機会のない方々と新
たな仲間づくり、新たに職業を通じての仲間づくりができた
のではないでしょうか。
ホストクラブの会員一人欠けてもできなかったであろうと思います。全力を尽くして IMを成功させていただき
ました。
「記憶に残る IMだったね」と喜んでいただけたのが幸せでした。

クラブ奉仕委員会 会員増強・クラブ活性化セミナー 開催報告 ……………………………………………

クラブ奉仕委員会委員長 渡辺 健寿（福島RC）

２０１５年５月２３日�、郡山市熱海ホテル華の湯において、クラブ奉仕委員会セミナー（第２回）会員増強、クラブ
活性化セミナーが開催されました。
野﨑G、酒井GE、佐久間GNのご臨席を得て、参加会員１２１名、RI２７５０地区奉仕プログラム委員長大日方真（お
びなた まこと）様（東京赤坂RC）を講師にお招きし、「クラブ奉仕の課題 会員増強とクラブの活性化」の演題
で講話をいただきました。
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講話のポイントは以下
のとおりです。
クラブ活性化を考える

ときに大切なことは、今
クラブがどんな状態にあ
るかを知ることです。ク
ラブの優れているとこ
ろ、弱いところを知っ
て、改善のための活動計
画を立てて行動します。
クラブの問題点が明ら

かになったら、解決策を検討して行動を起こします。
クラブが取り組むテーマや活動について、はみんなで考え討論して、共通の認識を得て会員全員のコンセンサス

を得ることが大切です。そのためには会長や理事役員、委員長の皆さんにはリーダーシップが求められます。
RI は、クラブが戦略計画（長期計画）を立てて、長期に取り組むことを勧めています。戦略計画は、少なくと

も現会長、次年度会長、次々年度会長が加わって立案して、継続性をもって実行することが必要です。
講話の後、活発な質疑応答もあり、これからのクラブ奉仕を考える示唆に富んだお話に、一同大いに勉強になり

ました。

いわき桜RC創立１０周年記念例会 開催報告 ……………………………………………………………………

会長 竹下真紀子（いわき桜RC）

いわき桜RCの１０周年記念例会が盛大かつ厳粛に行うこ
とができました。当日は２５３０地区の皆様、そして全国各地
からのロータリアンの方々が１４０名も出席していただきま
して、とても華やかな記念例会となりました。
私どものクラブは２００５年５月２３日にRI 加盟認証をいた

だき、認証伝達式には、当時RI の理事をされていた田中
作次様がシカゴより駆けつけていただいたことは、チャー
ターメンバーよりお聞きしておりました。
今年２月に行われたROTARY DAY � IN TOKYO

での田中作次様との出会いは、１０周年記念例会にお越しい
ただけましたきっかけとなり、大変嬉しい出来事になりま
した。
２５３０地区の皆様をはじめ、友好クラブの京都西山RCの皆様、日本さ
くらRCの会より京都さくら、小金井さくら、行田さくら、水戸さくら
RCの皆様。
ROTARY DAY� IN TOKYOでの出会いからおいでいただけました

２６８０地区GEの丸尾様、オクトンの社長森正様、越谷RC、春日部南RC、
草加松原RCの皆様。
多くの方々に支えられているロータリーの�大きさ��絆�など強く

感じることができました。
又、１０年度の会長に推薦してくださいました、いわき桜RCの皆さん
にも感謝申しあげます。
今後も郷土を愛し、子供たちの育成に励み、私どももともに成長することが大事であると思います。
多くの人がさくらの花の開花を待ちこがれるようにそんな存在でありたいと思っております。
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会津若松城南RC創立３０周年記念式典 開催報告 ………………………………………………………………

会長 野口 雄介（会津若松城南RC）

２０１４－１５年度に我が会津若
松城南RCは、創立３０周年を
迎えました。３０周年記念式典
・祝賀会を去る２０１５年５月２３
日�、御宿東鳳にて開催致し
ました。
式典当日には、国際ロータ

リー第２５３０地区ガバナー野﨑
潔様、会津若松市長室井照平
様、大熊町長渡辺利綱様はじめ、会津分区の地区委員・会長幹事の皆様、また、親クラブの会津若松南RC、子ク
ラブの会津若松中央RCの皆様、そして姉妹クラブである岡崎城南RC、余市RCの皆様、今年度よりご縁が深まっ
ております戸田RCの皆様、多数のロータリアン、関係者の皆様にご臨席を賜り、盛大に開催することができまし
た。
式典中では、３０周年の息吹を始めとする各種記念事業を映像にまとめ発表し、過日の感動が甦り涙を誘いまし

た。また、パスト会長、チャーターメンバーへの感謝状の贈呈を行いご苦労をねぎらうと共に、さらなるご指導と
ご活躍を頂くようお願い申し上げました。
祝賀会では、当クラブの元米山奨学生である周穎慧氏、王再冉氏にお越し頂きまして、ロータリー米山記念奨学

会理事の加藤義朋様より記念品を贈呈致しました。また、白虎隊の祝舞やチャーターメンバーによる詩吟と書によ
る構成吟詠、アトラクションとして大川渓流太鼓など、会津の歴史や伝統を存分に感じて頂きながら、賑やかな会
の雰囲気の中で、参加者の皆様と親睦を深めることができました。
式典・祝賀会にご参加頂きました皆様、またご準備頂きました会員、ご家族の皆様にこの場をお借りしまして改

めて感謝御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

国際大会で会長代理のフリオ・ソルフス夫妻と再会 ……………………………………………………………

パストガバナー 佐原 元（喜多方RC）

２０１５年６月５日�サンパウロにおいて国際大会が開催さ
れ、そこでロータリー財団管理委員を務める、すこぶる多
忙なフリオご夫妻と一万人の友愛の広場で劇的に再会し、
一瞬の出会いが何と嬉しい。互いに会いたい人に会えた喜
びは格別だった。その時、彼は私に野﨑Gご夫妻はじめ、
会員の皆様と親しく接し、会長代理をつとめることが出来
て良かった。思い出の地区大会だったと語ってくれまし
た。
野﨑Gそして、２５３０地区会員の皆様に「くれぐれもよろ
しく」との伝言があり、私は一生の思い出と、生涯つづく
友情がここにありと思いました。その他にも、沢山の世界
各地のロータリアンと握手し、友情を深めました。サンパ
ウロの国際大会への参加はロータリアンにとって大変意義あるものでした。
どうぞ皆様、国際大会に参加しロータリーの理想と未来を学び、感動し、友情を育み、生涯の思い出を作り、豊

かなロータリー人生を歩んで下さい。なお、喜多方RCからは１２名が参加し、共に大きな感動、感激と人生の喜び
を味わい、よき研修となりました。
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ローターアクト第４１回地区年次大会 開催報告 …………………………………………………………………

地区ローターアクト委員会委員長 �澤 俊樹（福島南RC）

ローターアクト第４１回地区
年次大会は、２０１５年６月１３日
�、品川萬里郡山市長、野﨑
潔Gをはじめ多くのご来賓が
列席する中、全国の多くのロ
ーターアクターの参加も得、
郡山市のホテルハマツにて開
催されました。
千田将士地区ローターアク

ト代表の開会点鐘、参加者紹
介、各歓迎挨拶、各来賓祝辞
の後、地区活動や県内７つの
ローターアクトクラブの今年
度の活動が報告され、次年度
の地区代表、喜多方ローター
アクトクラブ所属の金今翔太
地区代表ノミニーが、次年度
活動の決意表明をした後、今
年度設立された福島中央ローターアクトクラブ初代会長で、一般社団法人 JC総研副主任研究員の千葉あやさんに
よる「真の地方創生を福島で考える」と題した基調講演が行われました。その後同所にて開催された懇親会におい
ては、他地区の参加者による発表等もあり、新たな縁を結ばれ、また更なる友情と親睦を深めるとともに、若者の
懇親会らしく大いに盛り上がり、そして互いの今後の活動を大きく期待するものとなりました。
年度当初は５クラブであったローターアクトクラブが、社会人クラブ、学生クラブ共に一つずつ増え７クラブと

なり、また全国研修会も開催し、当地区内における青少年の活動への関心は高まりつつあります。地区ロータリア
ンの皆様におかれましては、今後も益々青少年奉仕活動への多くのご支援と御助力を賜ることをお願い申し上げご
報告と致します。

２５３０地区ロータリー米山記念奨学会の２０１５－１６年度奨学生決定 ………………………………………………

米山記念奨学会委員会委員長 加藤 義朋（福島RC）

米山記念奨学会は日本で学ぶ外国人留学生を支援する、日本の全RCによる「多地区合同奉仕活動」です。
これまでに支援した奨学生は１２３ヶ国、累計で１８，１０４人（２０１４年７月現在）にのぼり、日本の民間奨学財団では
最大規模です。
�日本ロータリーの父�米山梅吉氏（１８６８－１９４６）の没後、彼の功績を偲ぶために何か有益な事業を、という声
がロータリアンから上がりました。
「世界に�平和日本�を理解してもらうためには、まずアジア諸国の理解を得なければならない。アジアから一
人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、互いに信頼関係を築くことこそが、日本のロータ
リーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」。こうして東京RCで始められた「米山基金」が、全国RCの合同
事業として広がり、１９６７年７月、文部省（現文部科学省）から財団法人の許可を得るに至りました。
米山奨学事業の特長は、世話クラブ・カウンセラー制度によって、奨学生一人ひとりが日本での留学生活におい

て精神的な支えを得、かつロータリー活動に密着することができる点にあります。
ロータリーが求める平和の精神を胸に刻んで巣立った元米山奨学生には、韓国駐日大使やスリランカ警察庁長
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官、ネパールの女性職業訓練センター所長のほか、韓国・台湾でガバナーを務めた人もいます。元奨学生を中心に
組織される米山学友会は海外を含めて３７あり、災害時のボランティア活動やシンポジウムの開催など、社会に貢献
する活躍をしています。
第２５３０地区は２０１５－１６年度の米山奨学生として継続奨学生３名と新規奨学生１２名がきまりました。総勢１５名の下

記の皆様です。

２０１５学年度新規米山奨学生歓迎午餐会 開催報告 ………………………………………………………………

米山理事 加藤 義朋（福島RC）

２０１５年６月１４日�、ホテル華の
湯、１０時から１５時までです。野﨑G
の挨拶ではじまり、参加者（ご来賓
・地区役員・米山奨学生・カウンセ
ラー）全員の紹介をしました。
次に、ご来賓の福大学長：中井勝

己様、日大（工）・学長代理：浅里
和茂様、会大・指導教官：マルコフ
コンスタンティン様、東日本国際大
・指導教官：田村立浪様、JO－BI
郡山情報ビジネス公務員専門学校・
学校長：小林一雄様ら、のご祝辞を
頂きました。
ここで、昼食バイキングを摂りながら、お互いの親交を深めて午後から、福島米山学友会理事：呉竹弘吉様か
ら、順次新規米山奨学生９名とそのカウンセラー（佐藤典祐、二瓶浩一、橋本芳家、青木大、金子親房、本田文
夫、塩谷憲一、石黒秀司、細川徹（代理））、継続米山奨学生：バットチャンビザヤクマルらのお二人そろって登壇
していただき、３分間ずつのスピーチをしていただきました。それに続き、本日参加の米山委員の皆様にも、米山
委員会最終行事なので、「一年間を振り返って一言」をいただきました。
最後に、酒井善盛GEからの「総評」をいただき終了しました。
野﨑G、故伊藤副G、中澤PG、川瀬地区幹事、甚野米山担当副幹事、米山委員の皆様のご支援・ご協力に心から

感謝申し上げます。

継
続
奨
学
生

ベンアメド，アシュラフ
キムミガン
バットチャン，ビザヤクマル

チュニジア
韓国
ネパール

会津大
東日本国際大学
東日本国際大学

会津坂下RC
いわき内郷RC
いわき平中央RC

新
規
奨
学
生

シュウェンデ，イザベルデースィレー
ニアン，アブドライ
李玉潔（リーユージェ）
ファン，ティタォ
ジンモーウェイ
梅 飛達（バイ ヒタツ）
楊 （ヨウ テイテイ）
エレヘムバヤル，ホラン
ニャムデレグ，エンフサラン
ヴクアン，ジューフン
ダム，マンクワン
郎 詩萌（ロウ シホウ）

ドイツ
セネガル
中国
ベトナム
ミャンマー
中国
中国
モンゴル
モンゴル
ベトナム
ベトナム
中国

会津大学
会津大学
会津大学
郡山情報ビジネス専門学校
東日本国際大学
日本大学（福島）
福島県立医科大学
福島大学
福島大学
福島大学
福島大学
福島大学

会津若松RC
喜多方RC
会津若松南RC
郡山南RC
いわき常磐RC
白河西RC
福島南RC
福島しんたつRC
本宮 RC
福島 RC
福島中央RC
郡山 RC
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第９回米山理事会 開催報告 ………………………………………………………………………………………

米山理事 加藤 義朋（福島RC）

２０１５年６月２日�メルパルク東京において、第９回米山理事会が開催されました。
まず、理事会成立の定足数を確認して、理事会開催前に「第２代よねやま親善大使」３名の委嘱状の授与があり
ました（よねやまハイライト１８３号参照）。
理事会は、１．報告事項 ①会計収支報告（２０１５／４／３０現在）②職務執行の状況報告 ２．議案 第一号議案
第八回理事会議事録承認、第二号議案２０１５年度事業計画書承認、第三号議案２０１５年度収支予算書承認、第四号議
案２０１６学年度奨学生採用数の件、第五号奨学金給与規程一部改定の件、第六号議案１０１６学年度募集要項の件、第七
号議案２０１５年度資産運用方針の件と順次承認されました。
第四号２０１５年度寄付金収入予算案１３億円：「収支相償」の観点から、２０１６学年度採用数を７４０名と決定した。第五
号（異動届出）（３）日本から出国するとき。（８）就職が決定し、正式に就労を開始するとき。（９）在留資格が、
「留学」でなくなったとき、または「難民」認定を取り消されたとき。第六号＊申込書類 テーマ 学生：「現在の
学習・履修状況と卒後の進路」大学院生：「大学院での研究予定または現在までの研究状況」第七号「資産運用規
程」に準じ、従来通りの債権での運用を中心とする。以上、決議されました。

お問い合わせは、E－mail：nrj２２７５６＠yahoo.co.jp 加藤宛どうぞ。

田村高等学校JRCインターアクト部・認証状伝達式 開催報告………………………………………………

会長 川又 暉之（三春RC）

この度、福島県立田村高等学校にインター
アクトクラブ（IAC）を設立することができ
ました。田村高等学校には、以前から JRC
部があり、１人暮らしのお年寄りや施設など
を訪問し、話し相手するなど奉仕活動を活発
に行っていました。三春RCでは、同じ奉仕
活動を行う仲間として、部員の方々に年に１
回、活動について卓話をしていただいてきま
した。そのことが縁となり、RCとして、何
かお手伝い、支援はできないかを話し合って
きた中で、IACに行きつきました。佐藤利男
青少年奉仕委員会委員長、伊藤慶一IAC委員
会委員長にご指導をいただき、県立田村高等
学校にIACを提唱させていただき、また長岐
博田村高等学校校長、顧問の梅野美香先生、
副顧問の佐久間千絵先生のご理解をいただ
き、田村高等学校JRCインターアクト部とし
て、認証状伝達式を行うができました。伝達
式では、野﨑潔Gはじめ、國分雄太郎PG、牧
公介PG、佐藤利男青少年奉仕委員会委員長、
伊藤慶一IAC委員会委員長にもご列席いただき、また県中分区の各クラブ会長、幹事、青少年奉仕委員長にもご出
席いただきました。伝達式に続いて行われたお祝いの集いでは、田村高等学校インターアクト部が、日々慰問など
で行っている、�ヨサコイ踊り�を全員で披露していただき、お祝いに花を添えていただきました。今後は三春RC
として、例会で交流を深めるとともに、今まで以上に国際奉仕の動きにも目を向けてもらうように、支援を続けて
いきたいと考えております。
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第７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６月２２日�、飯坂温泉摺上亭大鳥にて、第７回諮問委員会が開催されました。野﨑潔Gの点鐘の後、委員
会は始まりました。報告事項終了後、鈴木邦典GN・デジグネート（白河RC）の紹介並びに挨拶がありました。

＊報告事項
１．先のネパール大地震に対し、２５３０地区より３２９２地区に設置された災害支援基金へ、「地区災害特別基金」から、
２４，１４０USドルを義援金として送金した旨、佐藤地区資金委員長より報告がありました。
２．２０１６年規定審議会に提出する立法案「ローターアクト会員の年齢制限を３０才から３５才に変更する」の経緯につ
いて阿久津肇 PGより報告がありました。

３．エコキャップ回収については、過年度より社会奉仕委員会を中心に各クラブが取り組んでいるところでありま
す。一部報道にみられる様に主旨と異なる支援に使用されたこともありますが、今後寄付先を限定したことか
ら、今後も引き続き各クラブに回収を続けていただくことが報告されました。

４．旅費規定（改正案）について、佐藤資金委員長より説明があり、確認されました。

国際ロータリー第２８００地区・第２５３０地区交流会 開催報告 ……………………………………………………

地区幹事 川瀬 成人（福島北RC）

毎年恒例の第２８００地区（山
形県）との交流会が、２０１５年
６月２２日�摺上亭大鳥で開催
されました。
第２８００地区からは、池田G
はじめ８名の PG・GE・GN
・デジグネートが出席されま
した。当地区からは、野﨑G
はじめ１６名の PG・GE・GN
・デジグネード・地区役員が
出席し意見交換を致しました。

青少年交換学生さよなら＆いってらっしゃいキャンプ 開催報告 ……………………………………………

青少年交換委員会委員長 渡辺 浩子（福島２１RC）

梅雨の真っただ中、２０１５年
６月２７�・２８日�の一泊二日
で、受入学生のジャッキー
（メキシコ・福島２１RC）とフ
ラン（ブラジル・須賀川RC）
へのお別れ、そしてこの夏メ
キシコに派遣される佐藤君
（喜多方RC）の激励を込めて
のキャンプが、裏磐梯ユース
ホステルにて開かれました。参加者は、青少年奉仕委員、アドバイザー、ホストクラブのみなさん、事務局小平さん、

池田Ｇと野﨑Ｇ 交流会の模様
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ROTEXの皆さんです。
あいにくの雨でしたが、奇跡的に晴れた３時間を利用して、予定通り五色沼のハイキングを楽しむことができま

した。また、夕食のバーベキューは学生たちが張り切って仕切ってくれました。夕食のあとは、お待ちかねキャン
プファイヤー！森が包み込む暗闇の中、立ち昇る大きな炎をみんなで囲んで、フォークダンスをしたり、メキシコ
やブラジルの踊りを教えてもらって全員で息が切れるほど踊りまくりました。最後は、翌日に成田から帰国する
ジャッキーへ全員からお別れのことばを贈りました。たくさんの思い出が頭の中を駆け抜け、思わず涙涙涙…。ま
た、まもなくメキシコに派遣される佐藤君からは決意表明がなされました。１年間小さな親善大使として頑張っ
て！
ブラジルのフラン、メキシコのジャッキー。日本語を一生懸命覚え、高校生活も無事に過ごすことができまし

た。ホストファミリー、ホストクラブの皆様はじめ、受入高校様、友人の皆さん、当地区ロータリアンの皆様のサ
ポートに心より感謝申し上げます。
素晴らしい一年間をありがとうございました！ジャッキー、フランまた会いましょう！

インターアクトクラブ リーダー研修会 開催報告 ……………………………………………………………

インターアクト委員長 伊藤 慶一（会津若松南RC）

６月１０日�に福島県青少年会館にお
いてインターアクトクラブリーダー研
修会が行われました。
リーダー研修会は学校が新年度にな

り初めて地区のインターアクターが顔
合わせをするとても重要な会議です。
そしてリーダーに求められる資質を学
ぶ絶好の機会でもあります。今年度は
福島東稜高等学校がホストとなり、１１
のインターアクトクラブから７８名の生
徒さんに参加をいただきました。

研修会は３つのプログラムに分け
て行われ、研修１では「インターアク
ト入門」ということで委員長の私が時
間をいただき、インターアクトクラブ
の簡単な説明と活動内容等のお話をさ
せていただきました。
研修２ではホスト校の提唱RCであ
ります福島ロータリークラブの丹治会
長より「世界に伝えたい和の心」とい
う題でお話をいただきました。日本古
来の考え方や行動の大切さを知り、ま
ずは日本の事を理解しなければ国際的な人間になることは難しいという事を学びました。
研修３では「リーダーに求められる適切な目標設定と目標達成法～メンタルマネジメント論」と題して福島RC
の佐藤朋幸会員よりお話をいただきました。グループに分かれてのワークショップで、セルフイメージの大切さを
学びました。
今回のリーダー研修会を開催するにあたりまして会場の準備や運営にご尽力いただいた福島東稜高等学校インタ

ーアクトクラブの皆様、そしてそれをいろいろな面でサポートしていただいた福島RCの会員の皆様には大変お世
話になり本当にありがとうございました。今後各インターアクトクラブが益々活躍することを期待したいと思いま
す。
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新会員紹介
いわき分区
いわき勿来
RC

中央分区
郡山RC

中央分区
郡山RC

中央分区
郡山RC

添添田田 俊俊樹樹 佐佐藤藤 勝勝美美 竹竹田田 憲憲吾吾 諸諸岡岡 哲哲哉哉
●入会日 ２０１５年６月３日
●職業分類 地方銀行管理職
●勤務先 東邦銀行

植田支店

●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 瓦斯供給
●勤務先 東部ガス

㈱福島支社

●入会日 ２０１５年５月２８日
●職業分類 警備保障
●勤務先 福島総合警備保障㈱

●入会日 ２０１５年５月２８日
●職業分類 団体保険
●勤務先 住友生命保険（相）

福島支社

中央分区
郡山南
RC

中央分区
郡山北
RC

中央分区
郡山西北
RC

県北第一
分区
福島南RC

阿阿部部 光光浩浩 新新妻妻 学学 山山田田 聡聡一一 熊熊田田 治治
●入会日 ２０１５年６月２５日
●職業分類 幼稚園
●勤務先 学校法人小田原学園

小田原幼稚園

●入会日 ２０１５年５月１１日
●職業分類 歯科医
●勤務先 にいつま歯科医院

●入会日 ２０１５年６月３日
●職業分類 家具販売業
●勤務先 ㈲家具ショップヤマダ

●入会日 ２０１５年６月２４日
●職業分類 銀行業
●勤務先 ㈱東邦銀行

南福島支店

会津分区
会津若松
RC

会津分区
会津若松
RC

会津分区
会津若松
RC

会津分区
会津若松
RC

長長尾尾 浩浩文文 栗栗城城 啓啓友友 小小林林 義義明明 八八原原 功功
●入会日 ２０１５年５月２０日
●職業分類 テレビ放送
●勤務先 福島テレビ㈱

会津若松支社

●入会日 ２０１５年５月２０日
●職業分類 不動産業
●勤務先 ㈲あゆみ産業

●入会日 ２０１５年５月２０日
●職業分類 普通銀行
●勤務先 みずほ銀行

会津支店

●入会日 ２０１５年５月２０日
●職業分類 生命保険
●勤務先 三井生命保険㈱

会津支社

会津分区
会津若松
RC

会津分区
会津若松
RC

会津分区
喜多方
RC

会津分区
喜多方
RC

中中村村 達達也也 穴穴澤澤 耕耕二二 小小林林 和和仁仁 大大久久保保親親繁繁
●入会日 ２０１５年５月２０日
●職業分類 司法書士
●勤務先 中村司法書士事務所

●入会日 ２０１５年６月２４日
●職業分類 団体役員
●勤務先 （一社）会津地区

経営者協会

●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

喜多方支店

●入会日 ２０１５年４月２８日
●職業分類 生命保険
●勤務先 日本生命保険

相互会社
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会津分区
喜多方
RC

会津分区
喜多方
RC

会津分区
会津若松西
RC

会津分区
会津若松
中央RC

角角田田 龍龍一一 大大森森 佳佳彦彦 山山田田 真真司司 小小柴柴 繁繁徳徳
●入会日 ２０１５年４月２８日
●職業分類 内装工事
●勤務先 ㈱日東商事

●入会日 ２０１５年４月２８日
●職業分類 司法書士
●勤務先 大森登記測量事務所

●入会日 ２０１５年６月２５日
●職業分類 建築業
●勤務先 株式会社

一矢建設

●入会日 ２０１５年５月１日
●職業分類 社会保険労務士
●勤務先 小柴社会保険

労務士事務所

県中分区
本宮RC

相双分区
富岡RC

相双分区
南相馬
RC

県北第二
分区
だて西RC

角角田田 恒恒雄雄 須須藤藤 茂茂俊俊 野野口口美美佐佐子子 我我妻妻美美代代子子
●入会日 ２０１５年５月１日
●職業分類 パスト
●勤務先

●入会日 ２０１５年５月１３日
●職業分類 新聞
●勤務先 福島民報社

●入会日 ２０１５年３月１日
●職業分類 広告代理業
●勤務先 ㈱いんふぉ

●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 飲食店
●勤務先 まんだら屋

県北第二
分区
だて西RC

県北第二
分区
だて西RC

県北第二
分区
だて西RC

県北第二
分区
だて西RC

吉吉田田 次次夫夫 黒黒川川 宏宏 八八巻巻 輝輝明明 吉吉田田 久久
●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 リフォーム工事
●勤務先 吉田建築

●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 中古車販売
●勤務先 ㈲東洋メタル

●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 建築
●勤務先 八巻建築

●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 農業
●勤務先 吉田農園

県北第二
分区
だて西RC

吉吉田田 洋洋
●入会日 ２０１５年５月１４日
●職業分類 工務店
●勤務先 吉田工務店

訃報 謹んでご冥福をお祈りいたします

中央分区郡山南RC いわき分区いわき勿来RC 県中分区三春RC

川名 義光 根本 明 横山 昭治
２０１５年１月２３日
ご逝去（享年 ６９歳）
入会日：
２０１３年８月２２日
ロータリー歴：

１年

２０１５年５月１８日
ご逝去（享年 ９１歳）

１９６９－７０年度クラブ会長
入会日：
１９６２年３月１日
ロータリー歴：

５３年

２０１５年５月３０日
ご逝去（享年 ８５歳）

１９９３－９４年度県中分区分区代理
１９９８－９９年度世界社会奉仕委員長
入会日：１９７０年
ロータリー歴：

４５年
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５月の地区出席率報告
２０１５／６／１９現在
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６月の地区出席率報告
２０１５／７／１５現在
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２３／０６／２０１５ BO RC of Sauquoit ４００．００ １０１．５０ ４０，６００．００
２３／０６／２０１５ BO Rid ２５３０ ２４，１２０．００ １０１．５０ ２，４４８，１８０．００
２３／０６／２０１５ BO R D ３４５０ Hongkong １３，６５７．５０ １０１．５０ １，３８６，２３６．２５
２４／０６／２０１５ BO Rc Bologna Valle １，２８８．００ １１３．１２ １４５，６９８．５６
２４／０６／２０１５ Rotary Club Moreto ４８０．００ １１３．１２ ５４，２９７．６０
２４／０６／２０１５ Bo RID ２２４０ Dusikova ９，２２７．５０ １０１．５０ ９３７，０５２．６３

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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６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 ―今年度の送金はお早目に― ・２０１５－１６年度よねやま親善大使 ―４人の大使が活動―

・第２回次期地区米山奨学委員長セミナーを開催 ・理事会開催報告 ―来年４月採用数は７４０人に決定―
・【訃報】評議員 塚原初男氏（第２８００地区）逝去 ・ネパール復興を願って ―関西米山学友会が募金活動―

▼全文は、こちらよりご覧ください。 http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight183_pdf.pdf

＜お知らせ＞ 災害特別基金より義援金送金
～ネパールRI３２９２地区からの礼状～

既に各クラブにご報告済みではございますが、去る６月１９日に「地区災害特別基金」より義援金（約３００万円）
をネパールに送金致しました。
ネパールRI３２９２地区より、義援金の領収と御礼メールを頂戴致しましたのでご報告申し上げます。

Dear Batch mate,

I hope my email finds you in good health. On behalf of my District, I would like to express
my deepest gratitude for your support, concern and generous contributions at such perilous
times. Your assistance is highly appreciated.

Please find attached�Thank You Letter�along with�Bank Statement�of the Disaster Relief
Fund as of June ２５，２０１５．

地区幹事より御礼のことば
ガバナースタッフとして、各クラブ会長はじめ会
員の皆様・地区役員、委員の皆様には地区運営にご
協力を賜り厚く御礼を申し上げます。無事一年間努
めることができましたのも、ひとえに皆様の友情溢
れるご尽力の賜物と心より感謝申し上げます。
酒井ガバナーのもと、貴クラブの益々のご発展を
祈念申し上げます。ありがとうございました。

第２５３０地区 地区幹事 川瀬 成人
（福島北RC）

月信委員会より御礼のことば
２０１４年７月の第１号の発行から、２０１４―１５年度野
﨑潔ガバナーはじめ、川瀬地区幹事、各地区ガバナ
ー補佐、地区委員会委員長、地区役員、会長幹事皆
様のご協力を頂き、今回の第１３号の最終号まで制作
することができました。
記事へのご協力、誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。

月信委員会 小林忠道（福島北RC）
編集部一同

ネパールRI３２９２地区から頂いた御礼メール

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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