
ガバナーメッセージ

識字率向上月間
国際ロータリー第２５３０地区
２０１４－１５年度ガバナー 野 﨑 潔

３月に入り、東日本大震災から４年目を迎えようとしています。あの忌まわしい東京電力福島第一原子力発電所の事故による被
害は未だに拭い去ることが出来ず、風評被害の壁は私達の前に大きく立ちはだかり各企業や観光地を悩ませております。そのよう
な状況下、各クラブでは「超我の奉仕」の下にクラブを活性化させ地域社会のニーズを把握してそれぞれのプログラムによって活
動されており衷心より敬意を表します。
さて、３月は識字率向上月間と世界ローターアクト週間です（３月１０～１６日）。世界の地域によっては未だに識字率の低いとこ
ろがございます。識字率を向上させることによって地域のあらゆる人々の暮らしが豊かになり、幸せな生活を営むことが出来るよ
うになります。その為にもロータリアンの皆様に理解して頂きたいと強調しているのであります。また、ローターアクト週間に於
いては、３月２１・２２日の両日、郡山市ホテルハマツで第２７回全国ローターアクト研修会が開催されます。RIにローターアクト委員
会が設置されたのが１９８７～８８度RI会長ケラー氏の時です。RI理事会とRI会長にローターアクトプログラムの指針を勧告するのが
責務とされております。RI にこの委員会が設置されたことはRI がローターアクトにかける期待がいかに大きいかを意味していま
す。特にロータリアン候補として育成していきたいとの大きな期待が込められているのであります。
当時の委員会では、
①RI と RAとの密接な関係づくり ②RA活動の推進 ③RA運動に対するロータリーの支援のあり方
④RACの拡大と会員増強 ⑤RACの管理 ⑥ロータリアンのRAに対する関心の強化
⑦RAプログラムの発展に関する問題
等が討議されました。
委員会の構成はロータリー側からRI担当理事とバングラデシュ、英国、印度、オーストラリア、日本、ドミニカ、南アフリカ、
アメリカなど地域代表９人の委員。ローターアクト側からはオーストラリア、カナダ、印度、英国、オーストラリア、エルサルバ
ドルの地域から６人委員、計１５人の委員が指名されていました。RACの提唱は、ロータリーの偉大な事業を引き継ぎ発展させて
いく後継者を育てるという大きな意義があり、RAC拡大増強は同時にロータリーの発展の可能性を意味し、RCの発展へと大きく
寄与するものと期待されているところです。
尚、当地区で７番目となるローターアクトクラブ「テクノアカデミー浜RAC」（提唱RC原町中央）が誕生いたしました。認証
状伝達式は３月１３日㈮に執り行われる予定となっておりますことをご報告申し上げます。
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布引高原（郡山市）
後期地区委員会総会

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」



地区復興補助金プロジェクト ………………………………………………………………………………………

「少年野球教室へプロ野球ＯＢによる直接の指導」
福島西RC青少年奉仕委員長 高橋 一朗

２０１４年１１月１６日�、福島市あづま球場で福島市内中学校８校の
野球部生徒他父兄関係者１００名に対し、本プロジェクトが東日本
大震災後に福島の復興を目指す青少年、そしてそれらの関係者皆
が元気を取り戻す事を目的として、元プロ野球選手の三浦広之さ
ん（元阪急ブレーブス・福島商高出身）、島貫省一さん（元読売
ジャイアンツ・同）による直接指導を行ないました。
震災による精神的苦痛を和らげ、専門知識を身につけ技術の向

上に役立てたものと確信しております。

ポリオ撲滅 チャリティーコンサート報告 ………………………………………………………………………

地区副幹事・直前地区幹事 鈴木修一郎（いわき勿来RC）
２０１４年１１月２２日�、いわき市文化センターに
於いて、シンガーソング・ライター菊池章夫さ
んのコンサートが開催されました。
菊池さんは、ロータリーのポリオ撲滅活動に

ご理解いただき、平成２６年５月より県内でのミ
ニコンサートのとき募金活動を行っておりま
す。今回までご協力いただいた募金の贈呈式も
兼ねて行われました。
贈呈式には、渡邉直前Ｇご夫妻が登壇されお預かりいたしました。
その後、渡邉直前Ｇより諸橋義隆いわき分区ガバナー補佐を通し、野﨑潔Ｇへ手渡され、ガバナー事務所よりロ

ータリー日本財団へ寄付がなされました。（募金額：８０，００９円）
渡邉直前Ｇと菊池章夫さんとの出逢いは、いわき常磐ロータリー５０周年ミニコンサートでした。地区テーマへの
想いを歌にならないかと持ちかけたところ、快く引き受けていただきました。２０１３－１４年度は地区テーマを、真の
地球の平和を次世代へ繋ぐことを願い、和顔愛語を絶やすことなくロータリー理念を実践躬行しようとの願いを込
め、「未来の子どもたちの輝く笑顔のために・・・」と致しました。
このテーマが、アルバムのテーマ曲となり、ＣＤが２０１４年４月１３日にリリースされました。
今年度も、このテーマ曲でミニコンサートを各地で行い、ポリオ撲滅の支援活動をしていただいており、２０１５年

１１月２１日�のいわきで開催予定のコンサートにおいて、贈呈を予定されております。
問合せ先：㈲エルフ音楽出版 菊池章夫氏 FAX ０２４７－５７－８０３０

地区復興補助金プロジェクト ………………………………………………………………………………………

子供達に未来の夢をみれるよう絵本を贈る
須賀川ぼたんRC会長 郡部 仁喜

クリスマスも間近い、２０１４年１２月１６日�、当市にある児童養護施設の「市立たけのこ園」他二箇所の施設を訪れ
絵本と書棚を寄贈しました。
これは、県内でも地震による道路や建物等の被害が非常に大きい所、また福島原発事故後の放射能の不安もあ

り、子供達は自由に外に出て動き廻る事が出来ないこともあり、部屋の中での生活を余儀なくされています。
最近ではだいぶ緩和されたとはいえ、若い親達の負担も大きく、施設に入っている子供達は外に出る事も少なく、
また施設の方でも絵本等に掛けられる予算にも限りがある様です。

主な行事
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そこで当クラブとして、地区復興補助金を活用
し、それらの施設を支援しようということになり
ました。寄贈式には市立たけのこ園の方から藤島
園長と園児が出席し、当クラブの郡部会長はじめ
６名の会員が出席しました。受け取った藤島園長
からは「少し早いクリスマスプレゼントになりま
した。」と感謝の言葉がありました。
当日は、「社会福祉法人プラナの森はるにれ園」、「社会福祉法人うつみねはっぴいチャイルド」の二施設にも同

様に寄贈し、大変喜ばれました。
さて、子供達はどの様な未来の夢をみる事が出来るのか楽しみです。

国際協議会出席報告 …………………………………………………………………………………………………

２０１４－１５年度ガバナーエレクト 酒井 善盛（南相馬RC）
去る２０１５年１月１８日�１５時００分、成田空港第

２ターミナルビル集合。３４地区のGE、配偶者
（一部）が出国手続を終え、空路サンディエゴ
（日付変更線通過）へ約９時間のフライトで現
地時間９時５０分到着、国際協議会会場はマン
チェスターグランドハイアットサンディエゴ、
ツインタワーの巨大ホテルです。
５３５名のGEとその配偶者、RI役員関係者、総
勢１３００名以上のロータリアンと配偶者が一同に
会しての大イベントでした。
現地時間１８時３０分開会、本会議でゲイリーC. Kホァン会長の歓迎の辞の後、K. R. ラビンドランRI会長エレクト
の２０１５－１６年度テーマ｛Be a gift to the world｝の発表でクライマックスを迎え、ジョン・ヒューコ事務総長の言
葉で第一日目が終了。
期間中、毎日８時３０分より本会議、１０時００分より各セッション会場に移動、１７時３０分まで勉強会、１８時３０分から

２１時３０分まで各種晩餐会。その中で２２日は「国際祭の夕べ」で５３５地区から２１チーム（国）が参加し、各々のお国自
慢を披露しました。日本は全員で『さくら』を女性は浴衣、男性はハッピを着て踊りました。
２３日閉会本会議と晩餐会、K. R. ラビンドランRI会長エレクトの閉会の辞で一週間の研修・協議会は全て終了致
しました。
期間中、世界の多くのロータリアンと知り合い楽しい時を過ごすことが出来ましたことに感謝を申し上げます。
３４地区のガバナーエレクトの方々と友情を深め、各々の地区の発展の為に努力することを誓いマンチェスターグ
ランドハイアットサンディエゴを後にしました。

県北第一分区「新会員オリエンテーション」報告 ………………………………………………………………

福島中央RC 会長 箭内 一典
県北第一分区新会員オリエンテーションが

２０１５年１月２４日�、福島ビューホテルにて福島
中央RCをホストクラブとして開催されました。
当日は来賓の野﨑潔Ｇはじめ県北第一分区７
クラブより７２名（新会員２６名）のロータリアン
に参加していただき、午後３時より１部がソン
グリーダー研修、２部が新会員オリエンテー
ション、３部が懇親会の順で行われました。
１部のソングリーダー研修では、福島県おかあさん合唱連盟会長（３２団体会員数７５０名）の三宅祐子先生より指

揮の基本をご指導いただきました。米国カーネギーホールはじめ世界各国の合唱祭に出演している三宅先生から
は、４拍子の形に拘らないテンポとリズム感のある指揮法を教えて頂き、会員からはさすが素晴らしいとの感想が
多く聞かれました。
また、野﨑潔Ｇ、主催者の久米允彦ガバナー補佐の挨拶後に行われた第２部の新会員オリエンテーションでは

「ロータリーの友」より
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阿久津肇 PG、山田稔地区ロータリー情報委員会委員長、そして鈴木和夫県北第一分区次期ガバナー補佐にそれぞ
れ講義をしていただきました。
ロータリアンとしての長い経歴をもち当地区ロータリークラブのリーダーである御三方の講義は、新会員の今後

のロータリー活動にとって大いに役立つものと思います。
講義の終了後には、各クラブの新会員代表１名がロータリアンとしてのこれからの抱負について３分間スピーチ

を行いました。フレッシュで元気のあるスピーチに会長、幹事、パスト会長などのベテラン会員も熱心に耳を傾け
ておりました。新会員の発言はこれからのロータリークラブ運営に大いに参考になったと思います。

県北第二分区 ＩＭ開催報告 ………………………………………………………………………………………

県北第二分区ガバナー補佐 佐藤喜市郎（飯坂RC）
国際ロータリー（RI）第２５３０地区県北第二分区インターシティ・ミーティング

（IM）は２０１５年２月１日�、福島市飯坂町の穴原温泉吉川屋で開催致しました。
飯坂RCがホストクラブを務め、福島北、保原、福島東、梁川、川俣、だて西、
福島しんたつの８RCから約１００人が集いました。
２０１４－１５年度の IMは、各クラブが現在まで活動されてきた、クラブの運営や
奉仕活動の良かったと思われる事を発表していただき、お互いに良い所を見い出
し、これらを参考とし活用出来そうな所を自分のクラブ運営に沿うようアレンジ
し、今後の活動に役立たせる事が出来ればとの思いから「我がクラブの誇れる活
動」とのテーマを定めさせていただきました。
同時に、ロータリー活動を行う上で、ロータリアンとして自己をより磨いていただきたく福島東RCメンバーで

ざ す

もある、真言宗室生寺派管長で大本山室生寺座主の綱代智明氏を講師にお招きし「祈りの心～観音様とともに～」
を題として基調講演をいただきました。綱代様からは宗教の果たす役割や日常における心の在り方について説いて

なりわ

いただき、人としての生活や業いに対する考えを新たに気付かせていただきました。
基調講演、８RCの発表の後、私から講評を致しました。ロータリー活動に行き詰まりを感じたら「ロータリー

の友」を読めば何か参考になるとの教えもありますが、より身近にすばらしい活動をされているクラブがある事を
お互いに認識し、誇りを持って地域での奉仕活動に役立ててほしいと思います。そして本年度地区目標のロータリ
ーデイに向けてクラブの活性化につながり会員増強を達成出来る事になると思います。今回の IMで学んだ事を役
立て、人が見ていようが見ていまいが、それぞれの目標に向かって一生懸命奉仕活動を実践してほしいと講評をさ
せていただきました。その後、次期ガバナー補佐の福島東RCの三本杉栄広様をご紹介し、三本杉様からご挨拶を
いただきました。また、この日は県北第二分区の合同新年会を同時開催し８RCの会員同志が一層の友情を深める
事が出来、参加者は多くの活動や考え方に理解を深め、奉仕の精神を新たにする事が出来たと思います。
結びに、この日は地区の後期委員会総会が日程調整の甘さから重なり、関係者には多大なご迷惑をお掛けした事

に重々お詫び申し上げ、県北第二分区の IM報告とさせていただきます。

第３回復興支援本部会議報告 ………………………………………………………………………………………

職業奉仕委員会委員長 森 惣兵衛（会津若松西RC）
２０１５年２月１日�午前１０時より、福島市の福島ビューホテルにおいて第３回復
興支援本部会議が１４名の参加で開催された。
まず、第２回復興支援本部承認事案への支払い進捗状況について、佐藤地区資

金委員長から報告があった。事業実施結果報告が未だなされていない事案につい
ては、資金支出が実行されていないとのことであった。これに対し、事業期間が
長い事案については、未だ進行中なので、できれば中間支出をお願いしたいとの
要請があり、検討することになった。
次に、今回提出された地区復興補助金申請８件について、復興支援本部長の野
﨑Ｇが議長となって、逐次慎重な審議がなされた。
その結果、⑴船引RC申請の「楽しいスクールライフ応援」プロジェクト 承認額４５０，０００円、⑵福島南RC申請

の「県内保育園への玩具セット贈呈」プロジェクト 承認額３０３，２６４円、⑶滝根RC申請の「日本古来の豊かな心に
触れよう」プロジェクト 承認額８２０，０００円、⑷いわき桜RC申請の「震災・原発と福島の女性たち」記録集の英語
版出版事業プロジェクト 承認額８７２，０００円、そして⑸福島北RC申請の「福島の果樹園応援」プロジェクト 承認
額７１８，０００円の合計５件が承認された。尚、福島２１RC申請の「歌で福島を元気に」プロジェクトについては、出演
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者を避難者に限定する、あるいは、クラブ負担率を上げる等の修正の協議を待って、再検討することになった（後
日承認された）。中澤復興支援副本部長から講評があり、ロータリーの奉仕は、クラブが取り組む上で、クラブの
人的、財政的負担が重要であること、さらに支援していただいた海外のロータリー関係者に胸を張って報告できる
内容の支援プロジェクトであってほしいとの助言をいただいた。今年度復興支援本部会議は、今回をもって終了す
ることに決定した。
尚、地区復興補助金申請は、次年度も受理し、２０１５－１６年度の復興支援本部会議が開催される予定である。

国際ロータリー第２５３０地区第３回ガバナー補佐会議報告 ………………………………………………………

地区副幹事・いわき分区 分区幹事 篠原 福一（いわき平東RC）
司 会 川瀬 成人 幹事
開 会 点 鐘 野﨑 潔 ガバナー
ガバナー挨拶 野﨑 潔 ガバナー
各クラブの公式訪問を昨年１２月中旬で終了いたしました。その際には各ガバナー補佐には大変お世話になりまし
た。地区大会を成功させたいと願っております。
議題
①地区大会委員会について
②地区大会 友愛の広場について ご協力のお願い
日程は４月２５日～２６日
１日目は、会長・幹事会・地区指導者育成セミナー・ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
２日目は、大会本会議、記念講演ブータン王国政府・首相顧問ペマ・ギャルボ氏です。
全国のロータリアンの皆様からご支援を頂き行った当地区での支援活動について地区外からお見えになります御
来賓の皆様に報告書をお渡しさせていただきたく各分区の支援事業の報告の取りまとめをお願いします。
宿泊はＪＴＢが取りまとめをしておりますので早めの申込みをお願いします。
③分区行事・地区行事予定について
県南分区のＩＭは５月２３日に修正をお願いします。
④復興支援本部会議 承認結果ならびに報告書について承認されていても報告書が提出されないと予算執行がで
きません。

閉 会 点 鐘 野﨑 潔 ガバナー

後期地区委員会総会開催報告 ………………………………………………………………………………………

地区副幹事 山川 正人（福島北RC）
２０１５年２月１日�、後期地区委員会総会並びに懇親会が福島市の福島ビューホテルに於いて開催されました。
大雪でお足元が悪いなか多くの皆さんが参加されました。

［総会本会議 Ⅰ］ １３：３０～１３：５０ 参加者 １２２名
・開会点鐘
・国家斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」

斉唱：宮崎泰明ソングリーダー
・野﨑潔Ｇ挨拶
・中澤剛研修委員長挨拶
・地区資金報告：佐藤吉弘資金委員長より説明

［各委員会事業計画審議（分科会）］ １３：５０～１５：００
［ガバナー補佐会議］ １３：５０～１５：００

［総会本会議 Ⅱ］ １５：１０～１６：１５
・各委員会事業報告・計画発表（各委員会１０分程度）
①クラブ奉仕委員会 渡辺 健寿 委員長 ②職業奉仕委員会 森 惣兵衛 委員長
③社会奉仕委員会 渡部 英一 委員長 ④国際奉仕委員会 武田 安永 委員長
⑤青少年奉仕委員会 佐藤 利男 委員長 ⑥ロータリー財団委員会 平井 義郎 委員長
⑦米山記念奨学会委員会 加藤 義朋 委員長 ⑧戦略計画委員会 笠原 宏男 委員長
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※なお、各委員会の報告内容については省略させて頂きます。
・中澤剛研修委員長より講評
・酒井善盛GEより国際大会への参加告知
・閉会点鐘

［懇親会］ １６：３０～１８：００ 参加者 ９０名
・野﨑潔Ｇ挨拶
・乾杯：渡邉公平直前Ｇ
・祝宴
・ロータリーソング「手に手つないで」：阿部次雄ソングリーダー
・閉会の言葉：川瀬成人地区幹事
※大橋廣治 PGの一本締めの下、無事盛会に閉会しました。

第４回諮問委員会報告 ………………………………………………………………………………………………

地区資金委員長 佐藤 吉弘（福島北ＲＣ）
＊報告事項
１．酒井GEより、ガバナーエレクト国際協議会に参加した報告があ
りました。出発前は緊張したが、楽しく一週間を過ごすことができ
た旨の報告があった。次期RI 会長のテーマは「世界へのプレゼン
トになろう」ということ、また地区目標は案として「原点回帰」と
したいと報告がありました。

２．地区大会（４月２５・２６日）にご参加いただくRI 会長代理ご夫妻
（フリオ・ソルフスご夫妻）のエイドに佐原元PGが決定しました。
また、４月２６日には全国のガバナー会議が飯坂温泉で開催されます。

３．国際ロータリー理事会において、特別月間等が決定されました。
４．「ロータリー青少年交換プログラム・統一保険」について報告が
ありました。

５．地区の当面の諸問題について討議するため、３月７日�に諮問委員会を開催することに決定しました。

ROTARY DAYⅡ in 東京に参加して ……………………………………………………………………………

いわき桜RC 会長 竹下真紀子
２０１５年２月４日�、東京のホテル「グランパシフィックLA DAIBA」
にて行われた「ROTARY DAY�in東京」にいわき桜RCは６名で参加し
て参りました。
今年度のRI会長が提唱されているROTARY DAYを他のクラブはど

のように捉え、どのように実践しているか、興味を抱き参加を決めまし
た。
昨年１１月に行われたROTARY DAY in愛知は第２７６０地区が一丸とな

り�ワールドフード＋ふれ愛フェスタ�の最終日にROTARYDAYと位
置づけて、名古屋のセントラクパークにてロータリーの紹介や活動を
知ってもらう為の企画をし、多くの市民に大きな反響と共感を得たよう
です。
当日、RI会長が国連ROTARY DAYと重なり出席出来なかった為、パート�が開催されることになりました。
全国から７３０名もの参加のもと、１０クラブのROTARY DAY開催のDVDの上映、日本のロータリーの歴史、新

入会員（入会して５年以内）の紹介、名刺交換会、多様性のあるクラブの紹介など、プログラム満載の会となりま
した。
RI会長に直接お会いし、名刺交換もさせていただき、ご挨拶もLIVEで聞くことができ、大変感激致しました。
何事も参加し、感動し、感性を磨こうとの趣旨に賛同してくださったいわき桜RCのメンバーに感謝するととも
に、私達もRCをもっと身近に感じてもらえる活動をしていかなければならないと、そしていつの日かROTARY
DAY in 福島の開催を夢見て頑張ろうと思った一日でした。
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県中分区４高校バドミントン大会報告書 …………………………………………………………………………

県中分区ガバナー補佐 白岩 良子（三春RC）
県中分区６クラブあるうちの４クラ

ブの地域に県立高校があります。
本宮には県立本宮高校、三春には県

立田村高校、船引には県立船引高校そ
して小野には県立小野高校。４校には
それぞれバドミントン部があり活発な
部活動をしております。今回開催に際
しましては、地区の復興補助金をいた
だき開催できたことにそれぞれの高校
の参加する生徒たちに復興補助金を使って大会が出来ることの大きな意義、自分たちだけの戦いではなくまだまだ
復興半ばで、たくましく生きる術すら浮かばない同じ高校生に少しでも生きる力を、たくましさを持ってもらえる
ような戦いをしてほしいというのが、主催者としての望みでした。力強い試合展開に４校の生徒たちの想いは素晴
らしかった、これからもバドミントンを通じ青少年の健全育成に寄与していきたいと思っております。

地区チーム研修セミナー・正副リーダー打合せ会 ………………………………………………………………

地区副幹事・次期地区代表幹事 川崎 博祐（南相馬RC）
２０１５年２月１１日�建国記念の日に、
福島ビューホテル（福島市）におい
て、酒井善盛GEが、地区研修協議会
へ向けての地区チーム研修セミナー・
正副リーダー打合せ会を開催されまし
た。
野﨑潔Ｇ、阿久津肇 PG（次期地区

運営委員会委員長）と多くのパストガ
バナーの方々と、田中文雄次期地区研
修委員会副委員長の出席の下、１１７名の参加者で有意義なセミナーとなりました。
午前１０時、野﨑潔Ｇの開会点鐘で始まり、ガバナー挨拶、ガバナーエレクト挨拶、次期地区研修委員会副委員長

挨拶、パストガバナー・ガバナー補佐・大委員長紹介後、地区チーム研修セミナーに移りました。

第一セッション RI テーマと地区の方針 ガバナーエレクト 酒井善盛
２０１５－１６年度国際ロータリー会長「K. R. ラビンドラン」会長テーマ「世界へのプレゼントになろう」です。
地区目標（案）「原点回帰」としました。今一度原点に立ち返り足下を見直しましょう。４つの方針を掲げ、

１、会員基盤の向上 拡大（衛星クラブ、インターアクト、ローターアクト）の新設
増強、各クラブ純増２名以上 ６６クラブ×２名＝１３２名

２、ロータリー財団への貢献 END POLIO NOW １人１５０ドルの達成
３、公共イメージと認知度の向上 地域社会にロータリーグランドを広げよう
４、米山記念奨学会への協力 年間普通寄付金一人５，０００円 特別寄付金一人１０，０００円の達成 スリランカにアジア
で７番目の学友会を創設しよう！
内容を説明して終わりました。

第二セッション 地区チームの役割と責務 次期地区研修委員会副委員長 田中文雄
地区のセミナーには責務だと思って参加をする。地区委員の役割は伝道師である。朗報は各クラブへ提供する。ロ
ータリアンは例会に出席をしてこそロータリアンである。

第三セッション 地区管理と運営 次期地区運営委員会委員長 阿久津肇
パワーポイントを利用して内容を説明しました。
その後昼食をとり、別室にて「ガバナー補佐の役割」、田中文雄次期地区研修委員会副委員長の説明と、「地区委

員の役割」、阿久津肇次期地区運営委員会委員長の説明で終了し、午後の正副リーダー打合せ会に移りました。
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１０班に別れ、地区研修・協議会での内容を確認して野﨑潔Ｇの閉会点鐘にて終了しました。尚、地区研修・協議
会は２０１５年５月３０日�南相馬市民文化会館「ゆめはっと」にて開催します。多くの方の参加をお待ちしております。

相双分区 ２０１４－１５年度 インターシティミーティング（IM）開催 …………………………………………

相双分区 ガバナー補佐 青田 由広（相馬RC）
２０１５年２月１４日�国際ロータリー第２５３０地区
相双分区インターシティミーティング（IM）が
相馬市相馬フローラで盛大に開催されました。
１３：３０より新会員セミナーが開催され、講師
に原町中央RC 元G補佐松永雄一様を迎えて２１
名参加で「ロータリーとは…」をテーマとし
て、分かりやすく、そして基本を重んじる内容
で講演をして頂きました。
１４：３０より IMが開催され、分区会員７９名の参加で、式典には相馬市長立谷秀清様、野﨑潔Ｇよりご挨拶を頂き
ました。又、次期 IM開催クラブには原町RC所属次期ガバナー補佐遠藤充洋様に挨拶を頂きました。
１５：３０より今回の IMのメインイベント国際ロータリー第２５８０地区PG・東京RC所属元東京オリンピック・パラ
リンピック招致委員会CEO現ミズノ株式会社会長水野正人様による「オリンピックとロータリー」をテーマに、
２０２０年東京オリンピックの誘致するまでの苦労話などを映像を交えて分かりやすくお話をお聞きすることが出来ま
した。又、ロータリーに関してもポールハリスの創設のアイディアやコミュニケーションなど分かりやすく説明し
て頂き、そして結びの言葉が非常に印象に残りました。
１．喜んで活動することが大切
２．同じやるのならイヤイヤではなく喜んでやりましょう。……でした。
会員の中から、感銘の言葉が溢れていました。
１７：２０より懇親会が行われ、開演には鹿狼アルプホルンにての演奏で開幕しました。
IM実行委員会副委員長森正幸の音頭で乾杯。和やかな交流の中で、相馬甚句会の「水野正人氏を読む」の甚句

で盛り上がり、会員の中より俵つみ歌で踊りながら餅をまく余興では、最高潮に達し、無事、相双分区インター
シティミーティングを終了することが出来ました。

地区大会「地区指導者育成セミナー」講師変更のお知らせ

２０１５年２月１９日
国際ロータリー第２５３０地区

ガバナー 野﨑 潔 様
パストガバナー 佐原 元 様

国際ロータリー元理事 小沢 一彦

拝啓、梅花の候、ご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上げます。

貴地区の地区大会での地区指導者育成セミナーでお話をさせていただくお約束までさせていただいておりまし
たが、一週間前、RI のソウル国際大会の推進委員会がソウルで４月２５日～２８日まで開催されることになり、共
同委員長として出席要請がありました。残念ながら４月２５日地区大会に出席させていただくことが不可能にな
りました。
大変申し訳なく思っております。

しかし、その代わりに北RI 理事と第２５３０地区野﨑ガバナーと東京でお会いしたときにそのお話をさせていた
だきまして、私の代わりに北理事にお話しいただくことにお願いし、北理事は、気持ちよくうけて下さいました。

何卒、ご理解とご了解をいただきますよう、お願い申し上げます。

貴地区地区大会が素晴らしい成果を上げ、実り多い大会となりますことを心より祈念申し上げます。また、ご
参加いただくロータリアン、そのご家族の皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。 敬具

講師を北清治（現RI 理事）氏にお願い
致しました事をご報告申し上げます。
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�
お詫び

ガバナー月信Vol８（２月号）の「常葉RC地区復興補助金を活用」掲載記事におきまして、常葉RC広報副委員長二瓶晃一様
とございますが、正しくは常葉RCの村越丈博様のご報告でございました。お詫び申し上げます。（月信委員長：小林 忠道）

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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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 ―５０年以上前の奨学生から匿名寄付も―
・２０１５学年度の新ロータリー米山奨学生が決定 ・全国学友会会長セミナーを開催
・ベトナムで学友が奉仕活動 ―児童養護施設に寄付―
・ＩＣＴ技術を使って子どもに夢を ―学友が総務大臣賞―
ご 案 内 ・モンゴル、タイの各学友会総会日程のお知らせ
お知らせ

▼全文は、こちらよりご覧ください。
http : //www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight179_pdf.pdf

中央分区
郡山ＲＣ

中央分区
郡山南ＲＣ

県北第一分区
福島南ＲＣ

矢矢部部 浩浩樹樹 山山本本 欣欣子子 磯磯部部 健健一一
●入 会 日 ２０１４年１２月１８日
●職業分類 空調機器販売
●勤 務 先 福菱冷熱（株）

●入 会 日 ２０１４年１２月４日
●職業分類 情報サービス
●勤 務 先 株式会社ピーズスタッフ

●入 会 日 ２０１５年１月１４日
●職業分類 青果販売
●勤 務 先 有限会社くだもの畑

県北第一分区
福島西ＲＣ

県北第一分区
福島西ＲＣ

会津分区
田島ＲＣ

高高野野 仁仁 小小野野 晃晃良良 辺辺見見 祐祐介介
●入 会 日 ２０１５年１月２６日
●職業分類 地方銀行
●勤 務 先 ㈱東邦銀行 福島西支店

●入 会 日 ２０１５年１月２６日
●職業分類 建設業
●勤 務 先 ㈱小野工業所

●入 会 日 ２０１４年１２月４日
●職業分類 新聞発刊
●勤 務 先 福島民友新聞 南会津支店

県南分区
石川ＲＣ

県中分区
常葉ＲＣ

県北第二分区
梁川ＲＣ

芳芳賀賀 一一 菅菅野野 善善一一 髙髙野野 俊俊夫夫
●入 会 日 ２０１５年１月１５日
●職業分類 燃料販売
●勤 務 先 ㈲三国商店

●入 会 日 ２０１５年１月５日
●職業分類 小売業
●勤 務 先 ㈲ケイエス・ショップ

●入 会 日 ２０１４年１２月１６日
●職業分類 医師
●勤 務 先 医療法人掛田中央内科

県北第二分区
福島しんたつ
ＲＣ

岸岸波波 政政次次
●入 会 日 ２０１５年１月２１日
●職業分類 サービス業
●勤 務 先 ㈲岸波商店

新会員紹介
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「第３ゾーン・ロータリー戦略計画推進セミナー」報告
◎第３ゾーンでは昨年１０月に、杉谷ＲＩ理事ご出席のもと下記日程により標題通りのセミナーを開催しましたので、その概要を報
告致します。

（１）日 時：２０１４年１０月１１日（土）１１：００～１６：００ （２）場所：広島市
（３）対 象：ＤＧ・ＧＥ・ＧＮ・ＡＧ・地区関係委員長
（４）テーマ：地区・クラブにおける戦略計画の推進及び会員基盤の充実と公共イメージの向上（５）出席：６０名（ゾーン関係者共）
◎グループ６卓によるテーマ別討議を行い、最後にグループ毎報告が為されましたので、その意見集約を次の通り記述します。
◎【ロータリー戦略計画】
・地区・クラブにおける当該委員会の設置は精々２割程度で、それも十分機能しているとは言えない。
・クラブの強化に戦略計画は最良の指針となり、増強も公共イメージ向上も強いクラブがあってこそ可能との観点より、先ずは地
区戦略計画（委）の指導力を高めクラブの戦略計画推進に尽力する。
・地区・クラブ共中長期構想の確立が必然であり、その為にも現行の単年度制に拘泥しない自主的な継続的発想が望まれ、年度毎
の執行部との調整の巧拙が問われる。
・関連的にＣＬＰの実施状況が話題となり、組織の簡略化や運営の効率化を重視することに傾斜して、本来の主旨が十分に生かさ
れていないとの危惧がある。地区はこの点についての適切な指導を行うべきである。
【増強・会員維持・公共イメージの向上】
・昨今人数に執着する余り、増強の真意（クラブ強化）の視点が欠けている傾向がある。
・全国一律の数値目標を示したり常套的手法を奨励するのは如何なものか。
・クラブの敷居を低くして先ず入会を認め、クラブに馴染ませる環境作りとロータリー教育の着実な実施が肝要である。 ・ロー
タリーに入会して良かったとのロータリーモメントに多く接する機会を、既存会員共々に提供することが会員維持に有効である。
・既存会員が更なるロータリー学習と実践を深めて高質のロータリアンになって初めて、増強への情熱が湧き腰を据えた活動に繋
がる。
・人口減少の社会構造変化に対応してクラブ単位の増強に拘わらず、クラブ合併による基盤強化も積極的に検討すべきである。
・Ｅクラブ・衛星クラブの設立を強力に推進する。 ・増強も公共イメージの向上も、クラブの強化がその必須条件である。

以上

謹んでご冥福をお祈りいたします
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中央分区 郡山西北ＲＣ

２０１５年２月８日ご逝去

２０１２－１３年度ガバナー

１９７７年６月１２日入会

ロータリー歴 ３７年

会津分区 会津若松中央ＲＣ

２０１５年１月２１日ご逝去

２００２－０３年度クラブ幹事

１９９８年７月２日入会

ロータリー歴 １６年
伊藤 浩
（享年７３歳）

飯盛 康子
（享年７７歳）

いわき分区 いわき常磐ＲＣ

２０１５年１月３１日ご逝去

２０１１－１２年度クラブ会長

２００５年７月１日入会

ロータリー歴 １０年

県北第二分区 川俣ＲＣ

２０１５年１月２１日ご逝去

１９９５－９６年度クラブ会長

１９８０年５月２０日

ロータリー歴 ３４年
吉野 誠二
（享年５９歳）

丸樹 正三
（享年８０歳）

４月にお別れ会が
執り行われる予定です。
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１月の地区出席率報告
２０１５／２／１８現在
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経 歴 書
スズ キ クニノリ

■氏 名 鈴木 邦典 ■勤務先住所 〒９６１－００７３ 白河市田町７１番地
■生年月日 昭和１５年１１月１０日生 TEL（０２４８）２３－８００６ FAX（０２４８）２７－１７８２
■所属クラブ 白河ロータリークラブ E-mail：arbre８００６＠waltz.ocn.ne.jp
■職業分類 ソムリエ（ワインアドバイザー） ■自 宅 〒９６１－００７３ 白河市田町７１番地
■事業所名 株式会社ベルトリー TEL（０２４８）２２－１５１６ FAX（０２４８）２７－１７８２
■役 職 代表取締役 ■最終学歴 昭和３８年３月 中央大学商学部卒業
■現 職 白河商工会議所常議員（２００４年～）

日本ソムリエ協会会員（２００６年～）
株式会社 Merci 代表取締役（２０１１年～）

■ロータリー歴………………………………………………………………………………………………………………………………………

１９８２年 白河ロータリークラブ入会
１９９７年 同 会長
２０００年 第２５３０地区幹事
２００１年 同 地区GSEアメリカ派遣団リーダー

２００４年－０５年 ロータリー創設１００周年芭蕉像建立白河RC
実行委員長

２００５年－０６年 地区米山記念奨学会委員長
２００７年 県南区ガバナー補佐

２００８年 地区クラブ奉仕委員会委員長
２０１１年 浪江・白河・喜多方３RC友好協定調印

白河RC実行委員長
２０１１年－１３年 地区研修委員

２０１４年 ポール・ハリス・ソサエティ入会
米山功労者 第８回（マルチプル）
ロータリー財団・マルチプル・ポール
ハリスフェロー 第３回 以上
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地区ガバナーノミニー指名委員会（委員長：渡邉公平直前ガバナー）が２０１５年２月１日㈰に、福島ビューホテルで開催

され、２０１７－１８年度ガバナーノミニー候補に白河ロータリークラブの鈴木邦典氏を指名しました。
各ロータリークラブでは、他に適任者があれば、対抗候補者推薦案を３月１６日㈪までにガバナー事務所（指名委員会）

へ提出して下さい。
なお結果については、５月号のガバナー月信に掲載予定です。

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.３２９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。

職業奉仕について
◎「アーサー・フレデリック・シェルドンの生涯とそ

の学説の特質について－純粋理論の立場から」
小堀憲助２００９ ５４ｐ（純粋ロータリー理論からみたロータリーの経営哲学）

◎「職業奉仕を考える」 田中作次 ２０１４ ３ｐ （Ｄ．２７７０月信）

◎「職業奉仕は日本が元祖 土屋元作」塚原房樹 ２０１４ １ｐ
（Ｄ．２５１０月信）

◎「『職業奉仕』知る（toknow）と成る（tobe）」
塚原房樹 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２５１０月信）

◎「職業奉仕月間によせて」
池田德博 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２８００月信）

◎「てんびんの詩」 久野薫 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２６８０月信）

◎「ロータリーの目的」 久野薫 ２０１４ １ｐ（Ｄ．２６８０月信）

◎「職業奉仕とは」 深川純一 尾道・尾道東ＲＣ ２０１４ ２０ｐ

［上記申込先：ロータリー文庫］

◎「超入門 職業奉仕の入口」 村井總一郎 ２０１４ ３６ｐ
［申込先：早川和男 ＦＡＸ（０５２）７８３－３８１８］

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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