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2017 学年度新規米山記念奨学生とカウンセラー



ガバナーメッセージ

　5月は「皐月」さつき・つつじが緑の中に色とりどりも
鮮やかに咲きこぼれる時で最も快適な季節でもあります。
何時もながら皆様には、地区運営につきましてのご協力
ご指導に対しまして、心より御礼申し上げます。
　地区現況についてでありますが、ガバナー補佐会議
におきまして、私の年度最重点目標であります「RI 会長
賞への挑戦」に影響します項目について、色 と々取り組
み強化をお願いいたしました。
　クラブ会長様におきましては、ガバナー補佐から要請
があると思いますが、もう一段のご検討をお願いいたしま
す。

1.ロータリークラブ・セントラルで目標を必ず入力して頂
くようにする事。

2.ロータリー財団年次基金の0クラブを解消する事。
3.その他、各項目についてもご検討とご努力をお願い

いたします。
　さて、今月は「青少年奉仕月間」であります。　
　3月24－26日に行われました「2016－17 年度東北
多地区合同青少年交換スプリングキャンプ」に参加し

てまいりました。何時もながら、ロータリアンの指導者の
皆様の愛情と真剣さからの厳しい言葉にも感服します
が、今回のローターアクターの方の交換派遣学生（ロー
テック）の体験発表では、「本当に、心から自分たちの
後輩が、少しでも厳しさの中にも楽しさも体験してほしい。」
の気持の表れとしての、生活の中での心配りや笑顔の
大切さなど、微に入り細に入り一生懸命アドバイスしてい
る姿を見て、心から感動いたしました。
　これらの素晴らしい瞬間を見聞きし、本当のロータリー

の青少年奉仕活動の原点を見た様な思いに浸りました。
これからもこの様な活動が続く限り、ロータリーの発展は
明るいのではと思いました。
　その日体験発表されたスポンサークラブ・仙台南 RC
の成澤みくさん（2015－16 派遣年度）の「一番の親善
大使になるには」の掲載記事をロータリーの友（2016
年 5月号）をご覧ください。
　それでは皆様の引き続きのご指導ご支援をよろしくお願
い申し上げます。

国際ロータリー第2530地区
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数字はその分野で達成した項目数。　その分野で設定された目標数を達成した場合は網掛けになります。

■RI 会長賞への取り組み状況



国際ロータリー グローバル補助金　GG1639968
「東日本大震災復興支援事業」セレモニー＆現地視察
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ロータリー財団委員会
財団資金管理委員会委員長
早川 敬介（郡山北RC）

　4 月 2日（日）16：00～ 20：00 郡山市のホテルハマツにおいてセ
レモニーを、GG1639968 にかかわる援助国代表の韓国 D3650 PDG 
文悳煥様、米国 D2580 ガバナー補佐中曽根牧子様、実施国代表と
して東京 D2580 PDG 鈴木喬様・D2750 PDG 水野功様・伴よし子様、
群馬 D2840 DG 豊川一男様・財団委員長 伊能富雄様・地区補助
金委員長 森田高史様に、このプロジェクトの実行者 福島大学学長 
中井勝己様・うつくしまふくしま未来支援センター長 初澤敏生様・信
陵同窓会長 永倉禮司様、実施団体の南相馬農地再生協議会長 杉
内清繁様と D2530 PDG 渡辺公平様をはじめとする地区関係者に出
席をいただき、この会を共催する地区ロータリー財団委員会と郡山北
ロータリークラブの会員総勢 62 名で開催いたしました。
　佐久間英一 DG と橋本芳家財団委員長の挨拶の後、福島大学学
長より挨拶と関係地区宛に感謝状をいただきました（D2530は、プロジェ
クト完了後として辞退しております）。
　その後、福島大学経済経営学類 林 薫平准教授によるプロモーショ
ンがあり、その中で関係者代表の方 に々Thanks Cardをお一人ずつ手渡されました。余興には、Yosakoi 福島学生“源種”
～ seed～の 30 数人の迫力ある演技で、このプロジェクトが力強く応援され、福島県の復興への明るい未来をイメージす
るものになりました。
　4 月 3 日には南相馬市原町区と飯館村の菜の花畑と搾油機設置場所を視察しました。途中には除染された土が緑色
や黒色や白色のシートを被り山積みされており、復興まではまだまだの感がありました。このプロジェクトを成功させることによっ
て、農業の復興が進み故郷への帰還が促進され、地域が復活することを願うばかりです。
　このグローバル補助金は、2015 年４月７日にロータリー財団委員会の次年度への打合せ会合が持たれました折、当時

の GE 酒井義盛様が「地区にあるグローバル補助金の
使えるプロジェクトの立案を提案してほしい」との話からが
スタートです。
　当時、福島大学に「農学部増設」の動きがあることと「東
日本大震災復興支援事業」とを抱き合わせることでプロ
ジェクトができないだろうかとの発想で、8 月7日福島大学 
中井勝己学長に面談をいただき、当時のうつくしまふくしま
未来支援センター 副センター長 小山良太経済経営学類

教授を紹介いただきました。1 案・2 案といろいろ検討し、
今回のプロジェクトを申請することとなり、D2530ロータリー
財団委員会の審査を受け、2015 年 10 月 30 日に承認
されました。
　また、11 月 14 日地区大会前日には、穴原温泉に韓
国 D3650 PDG 文 悳煥様・D2580 DG 鈴木 喬様・
D2750 伴よし子様（DG 水野 功様代理）と D2530 
PDG 渡辺公平様をはじめ 7 名が集まり、小山良太教
授のプレゼンテーションをいただきました。その夜のレセプ
ションと翌日の南相馬での地区大会で文 悳煥様から「このプロジェクトをみんなでやりましょう！」と呼び掛けていただきました。
　12 月 1日ロータリー財団研修セミナー Zone1/2/3（東京）に橋本芳家ロータリー財団委員長・佐藤信博副委員長とと
もに出席し、D2840 の財団関係者と交流、また国際ロータリー日本事務局財団室の職員を紹介いただくなど申請の準備
にかかりました。
　拠出をいただける地域と金額の調整など日にちがかかりましたが、2016 年 1 月 24日は書類も一応整いました。しかしま
だ内容等各地区との調整もあり、PCでの申請スタートは3月1日でした。5月4日に正式に申請書受領とのメールが届きま
した。
　7 月 8 日には、追加資料提出の要請メールがあり、「将来の経営基盤の確保のための財源をどうするのか」「6 回の研
修の詳細な内容」「うつくしまふくしま未来支援センターとの MOU」などの資料作成に各地で打ち合わせをするなど時間
がかかりましたが、10月5日に提出できました。
　なかなか承認の連絡がなく、問い合わせをしたところ「プロジェクトの総額が 10 万ドルを超えているので、審査チェック
に時間がかかっている」とのメールをいただきました。「怖いもの知らず」申請してしまった感があります。
2017 年 1月14日やっと「承認のメール」が届きました。
　しかし、口座開設に口座名を国際基準にするのかといった手続きや各地区からの拠出金の入金までも紆余曲折あり、
全額（US＄199,092）が確認できたのは2017 年 3月13日で、この日から2ケ年間にわたるプロジェクトのスタートです。
　世界中のロータリアンの拠出された World Fund から支援を受けたこの 2 ケ年間にわたるプロジェクトを通して、関係さ
れた韓国・台湾・アメリカの言語でホームページを作成し、福島県の「東日本大震災からの復興」と「東京電力福島
第一原子力発電所の放射線被曝からの復興」に加え、「風評被害の払拭」の一助になるよう発信し続けていきたいと思
います。

Moon Duk-Hwan なかそね
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米山記念奨学会委員会委員長
加藤 義朋（福島RC）

　米山奨学生世話クラブの決定について、多くのロータリークラブからご要望を頂き、各分区のガバナー補佐にもご協力をいただきました。心より厚く
お礼申し上げます。
　ガバナー月信3月号3ページに2017学年度の米山奨学生世話クラブを掲載しました。（4番目の須賀川RCは、郡山アーバンＲＣに変更になりました）
　2017学年度米山カウンセラー説明会・米山奨学生オリエンテーションは、4月23日（日）、郡山駅前市民交流プラザで開催されました。（P8参照）さて、
地区資料「20 年のあゆみ」2015 年度 事業報告書 統計・資料編から『直近 5 年間（2013 学年度世話クラブから2017 学年度世話クラブ）の
米山奨学生の受け入れ状況と総累計世話奨学生人数』を米山相談役・酒井 PGのご指示により作成しましたので、次ページに掲載します。
■次学年度、米山記念奨学生の世話クラブを希望されるクラブのために、Ｑ＆Ａを掲載いたしますので参考にしてください。
１. 米山奨学生の受入れに関する事務手続きについて　

Ｑ.いつ頃までに、どのような方法でお知らせがありますか
Ａ.あらかじめ米山奨学生受け入れ内諾を取り付けたクラブの会長宛に、2018 年 2月から3月末までに、ガバナー事務所から『米山奨学生

の世話クラブとカウンセラーのお引き受けについてのお願い』が送付されます。
同封資料①奨学生プロフィール

②カウンセラー・メールアドレス・奨学金振込み銀行口座の回答用紙
カウンセラー（できればカウンセラー経験が初めての方）を選出し、②の書式にご記入の上、地区担当者（ガバナー事務所）
宛にFAX 等でお知らせ下さい。

２. 米山奨学生 1 人の受入れに伴う諸経費の内訳とその負担区分について
Ｑ. 当クラブとして負担すべき経費はいくらですか
Ａ. 世話クラブの負担金は、原則的にはありません。

2006 年度からクラブ補助金が、年額 4 万円支給されようになりました。米山奨学生は、お客様ではないので、例会には自前で（原則送
迎無し）出席し、いろいろ用事があれば手伝ってもらいます。（例えば、米山寄付金の募金や、S.A.A へのお手伝いなど…）このクラブ
補助金は、クラブ全体で受け入れるための費用、クラブ交流会、親睦会、米山梅吉記念館研修旅行費用など有効に活用し、その一
部をカウンセラーが奨学生ケアにかかった費用に対する補助にすることも、クラブの判断に任されています。
例会では、奨学生を紹介し、奨学金は必ず手渡しで支給して、一言『日本全国ロータリアンの浄財であること』と『激励』を添えてください。
その際に、米山奨学生に「お礼の言葉」・チャンスとして一言 数秒間程度のスピーチをさせて下さい。

３. 報告について
Ｑ. 奨学生の受入れに伴い、年度末に「実績報告書」的な報告が必要ですか ?
Ａ. 年度末の報告（会計・補助金の使用明細書など）は、必要ありません。

しかし、奨学生・カウンセラーは、9月と2月に、所定用紙による「奨学生レポート・カウンセラーの所見」を提出しなければなりません。
奨学生本人がホームページからログインし、登録。カウンセラーは、奨学生からの「奨学生レポート」を読んで所見を書き、ガバナー事務
所へ提出します（FAX 又はメール）。

■2013-2017 学年度 現況と総累計世話人数
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米山記念奨学会学友委員会委員
一條 浩孝（福島南RC）

　新規米山奨学生・カウンセラーオリエンテーションが 2017 年 4月23日（日）、郡山市のビッグアイで開催されました。
　10：30 第一部　新規米山記念奨学会カウンセラー説明会では、「ロータリーと米山記念奨学事業について」石黒秀
司米山記念奨学会副委員長から、「米山カウンセラーへのお願い」として阿部光司米山記念奨学会学友委員長からカウ
ンセラーハンドブックにそって説明がありました。
　12：00 第二部　昼食会では大きな拍手で迎えられた奨学生がカウンセラーの隣の席に座り、友愛の握手をした後、お
互いに自己紹介を行いました。祝弁当を食べながら歓談する頃には緊張も解れ、あちこちで笑顔が見られました。
　12：40 第三部　新規米山記念奨学生・カウンセラーオリエンテーションでは「米山梅吉翁とロータリー米山奨学事業
について」石黒秀司米山記念奨学会副委員長から、「米山奨学生が守るべきことの説明」を阿部光司米山記念奨学会
学友委員長から、それぞれ説明があり、基本的な知識について学んでいただきました。次に「確約書」について赤井博
道米山記念奨学会学友委員から説明があり、十分理解いただいたところで奨学生が署名を行い、佐久間英一ガバナー
へ提出いたしました。同時に奨学生へバッジが授与されました。福島米山学友会会長スピーチは、チンタカ会長が不在
のため、いわき平中央 RCのバットチャン・ビザヤ・クマルさんが代理としてお話しされました。
　奨学生とカウンセラーはその出会いを大切にし、奨学生としての役目を終えた後もお互いの絆をなくさないようにと願い閉
会致しました。

2017 学年度新規米山記念奨学生・カウンセラーオリエンテーション開催報告 正副リーダー会議報告

次期地区幹事 
草野 好夫（白河RC）

　平成 29 年 4月9日（日）、白河の東京第一ホテル新白河で
開催されました。
　午前 10 時からガバナ－エレクトと次期ガバナ－補佐・次期各
委員長との会議が開催されました。鈴木邦典ガバナーエレクトは
次年度の重点目標にロ－タリ－の公共イメ－ジ向上に付いて各ガ
バナ－補佐の分区での取り組み方や考え方を討論した。そして、
次期委員長にも同じくロ－タリ－の公共イメ－ジを向上させる事業方
針を聞き、活発な意見交換が行われました。
　午後 1 時から1 時 30 分までの開会セレモニーに、県内各地
から約 100 名が参加されました。出席者は、ガバナ－、パストガ
バナ－、ガバナーエレクト、次期ガバナ－補佐そして、次期各委員会委員長及び委員の方々でした。1 時 30 分から3 時
30 分まで各委員会ごとに分かれて、来たる5月21日に開催される2017-18 年度地区研修・協議会での分科会の進め
方について（テ－マ、発言者）、役割分担（司会、記録）当日の配布資料作成等についての話し合いが行われた。最
後に全体会議で鈴木邦典ガバナーエレクトの謝辞、牧 公介地区研修委員長が全体の総評を、最後に佐久間英一ガバ

ナ－の閉会点鐘で会を閉じました。参加して頂いた皆様、お忙し
いところ本当にありがとうございました。



郡山西ロータリークラブ50 周年事業
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会長
宮本 孝（郡山西RC）

　当クラブは昭和 42 年、郡山ロータリークラブの指導のもと、34
名の会員で発足して以来、今年で50周年を迎えました。この間、
インターアクトクラブや郡山西ローターアクトクラブを結成させたり、
多くの交換留学生、奨学生の面倒をみたりと、青少年奉仕に積
極的に取り組んできました。また、郡山南ロータリークラブ、福島
グローバルロータリークラブの結成を指導するなど、地区内におい
ても指導的な立場に成長してまいりました。5 年前には、念願で
あったガバナーを輩出し、根本ガバナーを中心にクラブが一丸と
なって、地区内のロータリー活動を牽引したことは忘れられないク
ラブの歴史となりました。
　この時、震災復興支援のために福島県にいらした皆さまのお世話から、国内また国外に様 な々縁が生まれ、特にアメリ
カの9・11 家族会との繋がりは、間に入ったイングルウッドロータリークラブ、奈良ロータリークラブ、広島へと大きな広がり
を見せ、開成山公園の折り鶴のモニュメントや、今回の記念事業の一つである「さだ子の折り鶴」という絵本として形にも
残りました。また同じく記念事業の100 万人のクラシックライブは、音楽都市を標榜する郡山を真の音楽都市に昇華させる
一つの方法を提示出来ればと考えて企画いたしました。また、郡山警察署へのドライブレコーダーの寄贈、ラオスへの日
本文化の紹介事業への協賛などの記念事業を終え、6月にはアメリカからの支援のお返しの意味を含めニューヨーク訪問
を企画しております。
　創立 50 周年記念式典は、4月15日( 土 ) 午後 3 時よりビューホテルアネックスに於いて約 200 名の参加のもと開催さ

れました。会長挨拶、実行委員長
挨拶に続き、来賓よりご祝辞を賜り、
感謝状・表彰状の贈呈が行われ、
記念事業発表がありました。100 万
人のクラシックライブをはさみ、祝賀
会に移り、郡山芸妓連の祝舞に続
き根本パストガバナーの乾杯により宴
が始まり、絵本の主人公佐々木禎
子さんの甥にあたる佐々木祐滋氏の
ミニライブが行われ、最後は全員が
輪になり「手に手つないで」を歌っ
て閉会となりました。

クラブ奉仕員会セミナー報告

クラブ奉仕委員会委員長
笠原 宏男（本宮RC）

　去る4月23日正午より、福島市穴原温泉吉川屋にて、第 2
回セミナ－が地区内より約 80 名の会員が参加して開催されました。
　ロ―タリ―情報委員会の坪井大雄委員の司会で進められ、高
萩勝利クラブ奉仕委員会副委員長の開会宣言、地区研修委員
会の小沼俊介副委員長の挨拶、セミナ－の主旨説明の後、セッショ
ンに入りました。各テ－ブルのテ－マは次の通りです。

① 女性会員・若い会員獲得のためどうしていますか？
リ－ダ－は県北第一分区：安部敏弘分区幹事　記録担当はロ－タリ－情報委員会：大高久美子委員

② 新会員へのオリエンテ－ションはどうしていますか？
リ－ダ－は会津分区：遠藤 久ガバナ－補佐　記録担当はクラブ活性化・広報委員会：伊藤喜之委員

③ 例会での食事にどんな工夫をしていますか？
リ－ダ－は県南分区：草野好夫ガバナ－補佐　記録担当は拡大委員会：神保優子委員

④ 楽しい例会・良い例会を実現するためどんな工夫をしていますか？
リ－ダ－は地区研修委員会：初瀬照夫委員　記録担当は地区：佐々木嘉宏副幹事

⑤ 退会防止にどのように取り組んでいますか？
リ－ダ－はクラブ奉仕委員会：高萩勝利副委員長　記録担当は地区：福原義守副幹事

⑥ クラブ活性化のため何をしていますか？
リ－ダ－は会員増強委員会：箭内一典委員長　記録担当は会員増強委員会 : 畠 隆章委員

⑦ クラブの IT 化にどのように取り組んでいますか？
リ－ダ－は拡大委員会：山守龍司委員長　記録担当はクラブ活性化支援・広報委員会：高橋勇雄委員

⑧ クラブの認知度をあげるためにどういう工夫ををしていますか？
リ－ダ－はクラブ活性化支援・広報委員会：志藤弘彰委員長　記録担当はロ－タリ－情報委員会：坪井大雄委員

　以上のように8 つのグル－プにわかれて、和やかなうちにも、熱のこもった討議が行われました。グル－プセッション後は
各テ－ブル毎に要点をまとめ、各代表者より5 分程度の発表がなされ、8 つのテ－マについても参加者全員がある程度の
共通認識ができたのではないかと思いました。
　最後に山守龍司拡大委員会委員長より御礼の挨拶があり、箭内一典増強委員会委員長より閉会宣言がなされてセミ
ナ－を終了致しました。
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会長
山田 実（南相馬RC）

南相馬ロータリークラブ10 周年事業いわき平東ロータリークラブ50 周年事業

会長
遠藤 浩（いわき平東RC）

　4月15日、我がいわき平東ロータリークラブの創立５０周年の記念式典を
パレスいわやにて挙行いたしました。式典には、佐久間英一ガバナーをはじ
め、清水敏男いわき市長、歴代のガバナーの皆様、地区役員の皆様、そし
て数多くのロータリアンの皆様にご臨席をいただきました。また、遠方より台北
昇陽RC、川崎西RC、桶川RCの友好クラブの皆様にも駆け付けていただき、
総勢 220 名の開催となりました。TVアナウンサーの司会と大型スクリーン2
基の演出により、華やかで緊張感のある雰囲気の中、開式、物故会員への
追悼、会長挨拶、記念事業の映像、友好クラブへの「友好の証」の贈呈、
そして歴代会長への感謝状の贈呈・祝辞と、滞りなく閉会することができまし
た。まさしく我がクラブの結束力の高さを実感できた式典になったのではと思っております。ご臨席の皆々様、本当にありがとうございました。
【以下 会長挨拶】
　私達は、50 周年の式典を挙行するにあたり、6 年前の3月11日の東日本大震災を忘れることはできません。震災当初、奉仕の理念を掲げ
活動するロータリークラブが、今、何ができるのか？何をしなければならないのか？私たちが被害の大きさに呆然とし、明日への希望も見い出せず、
ただ立ちすくんでいるその時に、何と多くの地区内外のロータリークラブの皆様にいち早く手を差し伸べていただきました。台北昇陽ロータリークラ
ブ様、川崎西ロータリークラブ様、オーストラリアのマンディンバラロータリークラブ様、そして私共と京都西ロータリークラブ様と3クラブ合同で活
動させていただきましたいわき桜ロータリークラブの皆様の物心両面にわたる多大なるご支援でありました。さらには、多額の地区補助金も活用さ
せていただきました。改めて御礼を申し上げます。被災地域内の多くのロータリークラブの皆様もそれぞれの友好の中で同じような感動を体験され
たのではないでしょうか。私どもはこの時に、ロータリー活動は積極的に関わるべき、言わば自分の仕事以外の「もう一つの大事な仕事」である

と改めて感じる事ができました。その中で
皆様との御縁と友情は、奉仕の理念を探
求し、社会に貢献したい、役に立ちたい
と願う私達にとって、まさしくかけがえのな
いロータリーの宝物であります。いわき平
東ロータリークラブは、この御縁と友情を
心に刻み、ロータリー活動の糧とし、次な
る60 年、70 年へと歩みを進めてまいる所
存であります。どうかさらなる御指導の程よ
ろしくお願いを申し上げます

　春爛漫、桜花吹雪が舞う2017 年 4月16日（日）、南相馬ロー
タリークラブ創立 10 周年記念式典並びに祝賀会が開催されまし
た。
　当クラブは原町 RCをスポンサークラブに、チャーターメンバー
22 名で2007 年 5月26日に創立しました。創立から４年目を迎
える年、東日本大震災と原発事故による未曾有の災害にクラブ
存続の危機がありましたが、国内外のロータリアンや多くの方々の
応援を頂き、昨年 2015－16 年度にはガバナーを輩出するなど、
ロータリー精神に則った活動を遂行出来ましたこと、そして節目と
なる創立 10 周年を迎えられたことに深い感謝を込め式典は進行されました。
　ご来賓に佐久間英一ガバナーをはじめ、桜井勝延南相馬市長、相双分区内各クラブの会長幹事、姉妹クラブ東京杉
並 RCの皆様方、東京青山ＲＣ及び関係者各位にご臨席いただき、式典では物故会員の黙祷、国歌斉唱、ロータリー
ソング「奉仕の理想」と始まり、感謝状・表彰状の贈呈を行い、記念事業発表では、さゆり幼稚園ライモンド・ラトゥー
ル園長代理にハンガースタンドの贈呈目録が手渡されました。式典終了後は、県立原町高校吹奏楽部が力強い演奏を披
露し、また祝賀会のアトラクションでは、能楽観世流・励諷会（のうがくかんぜりゅう　れいふうかい）の皆様と、当クラブ
会員による「仕舞」が披露されました。10 周年事業開催に感謝のおもてなしをしたいとの思いから、昨年秋より励諷会・
会主で原町中央 RC 会員の河田修一郎様の指導の下、稽古を重ねてきました。乾杯のご発声は地区幹事三春ＲＣ永井
久様より賜り、最後は「手に手つないで」を合唱し、アットホームに周年事業は終了しました。新たな節目に芽生えたロー

タリーの友情と団結はキラキラ輝い
ているようです。これからもご指導、
ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願いい
たします。

（文責：広報委員長 野口美佐子）
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県北第一分区親善ボウリング大会開催

会長
佐藤 宗弘（福島西RC）

　この事業の目的は、会員相互の親睦並びに外部に対して
ロータリーをもっと知ってもらうために広報活動の一環として開催
しております。当日は、善方ガバナー補佐をはじめ、県北第一
分区７ＲＣの会員、ご家族、インターアクト、ロータアクトの方々
を含め、総勢70名の参加のもと、一人2ゲームを投げ、団体戦、
個人戦で争われ、熱戦が繰り広げられました。
　これからもロータリーの目的である意義ある事業の基礎として
奉仕の理念を奨励し、それを育んで行かなければと改めて感
じた次第です。
日 　時：平成 29 年 3月26日（日）
　 　　　受付 13：30　開始 14：00～
場 　所：からしまボウル 福島市本内字南街道下 15

参加クラブ：福島ロータリークラブ、二本松ロータリークラブ、福島南ロータリークラブ、福島中央ロータリー
クラブ、二本松あだたらロータリークラブ、福島 21ロータリークラブ、福島西ロータリークラブ（ホストクラブ）
福島学院大学ロータアクト、福島東稜高校インターアクト、福島成蹊高校インターアクト、福島中央ロータアクト、
参加人数 70 名

【開会式】司会：高橋智弘（福島西ロータリークラブ親睦委員長）
１. 開　会　
２.ホストクラブ会長挨拶福島西ロータリークラブ会長 佐藤宗弘
３. がバナー補佐挨拶 RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐 善方邦雄
４. 大会競技説明競技委員長 久米正彦
５.その他　諸事お知らせ

【始球式】RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐 善方邦雄様
********************************************************************************

【競技】　
********************************************************************************

【表彰式】
１. 各種表彰
２.ガバナー補佐より講評
３. 閉　会

会長
髙木 成年（川俣RC）

　東日本大震災の被害により、全く使用出来なくなった役場庁舎は、その業務を中央公民館、保健センター等に分散し、
不自由な業務対応を余儀なくされ、町民に不安と不便をかけるものとなっていました。それから5 年 8ヶ月の歳月を要して、
ようやく新庁舎が完成し業務も開始しました。不安と不便をかけていた問題も解決し、多くの町民が町役場を訪れることと
なりました。そうした経過を踏まえ、復興の節目として、この度のロータリー財団地区補助金を活用し、川俣町役場復興新
庁舎なごみのベンチ設置プロジェクトとし、庁舎南側の玄関付近にて水曜日の例会を開催し、会員全員で「なごみのベン
チ」3 基を運び込み、設置作業行い寄贈いたしました。訪れる町民は高齢者も多く、駐車場からの距離もあり休む所があ
りませんでした。そのような時の憩いの場所として「なごみのベンチ」は大いに利用され末永く愛されることを願っています。

川俣町役場復興新庁舎なごみのベンチ設置プロジェクト（ロータリー財団地区補助金）

なごみのベンチ設置
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　皆様、こんばんは。
　本日、例会でこのような送別会を開いていただき、誠にあり
がとうございます。
　奨学生を卒業するまで、あと残りわずかです。1 年間大変
お世話になりました。米山記念奨学生になってとても良かった
です。
　最初、米山記念奨学金と出会った時、他の奨学金のない「カ
ウンセラー制度」というものに魅力を感じ、「奨学金だけをもら
えるのではなく、勉強上や生活上、アドバイスを受けることができるだろうし、困ったらきっと話しを聞いてくれるだろう」とい
う単純な思いで応募しました。
　しかし、奨学生になってから、思っていたよりも、遥かに多くの有意義な経験を得ることができました。例えば、世話クラ
ブの例会や地区大会の参加、ローターアクターの一員としての地域活動、奨学生同士の交流や体験会等々。このような
集まりのなか、たくさんの人と出会い、たくさんのつながりが生まれました。企業や社会の実際を知ることができると同時に、
いろんな物事に目を向けて、新しい見方を得ることもできました。
　そして、温かい大家族のような世話クラブの皆様と出会って、私は強く明るく前向きの気持ちになれたことを実感していま
した。
　以下全文は、地区ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

【 東日本大震災　復興の足跡ホームページ版完成 】　
URLは  http://community-service.ri2530.com/　になります。
　国際ロータリー第 2530 地区社会奉仕委員会委員長伊藤治です。地区社会奉仕委員会により「東日本大震災　復興
の足跡」が完成しましたのでお知らせします。2016-17 年度第 2530 地区社会奉仕委員会では、今年度の活動の一つと
して、「東日本大震災　復興の足跡」を作成し、ホームページを利用して国内外へ発信することを計画してきました。
　サイト作成にあたり、5 年間の復興支援活動を、「東日本大震災支援報告書」をもとに、日本のみならず世界中の方々
がご覧頂けるよう英語表記によるページも作成しました。是非、ご覧頂き多くの方へお知らせ願えれば幸いです。
　尚、本サイトの作成にあたり、英語翻訳をはじめ関係各位の様 な々ご協力を頂きましたことを報告させて頂きます。あり
がとうございました。
　アクセスは地区ホームページ、メインページ Information
　★ 地区社会奉仕委員会による「東日本大震災　復興の足跡」が完成しました。
　からお入りください。

【 寄付金速報 ― やや回復傾向に― 】
　2月までの寄付金は、前年同期と比べて5.2％減（普通寄付金 1.1％増、特別寄付金 8.6％減）、約 6 千万円の減少と
なりました。7月からの累計金額は直近 5 年間のほぼ平均額ですが、2月単月では3カ月ぶりに対前年同月比がプラスと
なりました。多くのロータリアン、学友の皆さまからのご支援に心から厚く御礼申し上げます。今年度も残り3カ月半となりま
した。年度末に向けて、さらなるご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
　
【 ミャンマーに９番目の海外米山学友会が誕生！ 】
　ミャンマー出身の学友・奨学生 22 人が 2月25日、
ヤンゴン市内に集まり、海外 9 番目の米山学友会とな
るミャンマー米山学友会の設立総会が開催されまし
た。初代会長に就任したタンシンナインさん（2003-05
／東京調布ＲＣ）は東京米山ロータリーＥクラブ 2750
の会員であり、同学友会の創立を心待ちにしていた
第 2750 地区会員をはじめ、学友の世話クラブ会員、
当会から小沢一彦理事長と岩邉事務局長など、日本から多数のゲストが出席。また、2014年に旭日小綬賞を受章したミャ
ンマー初の米山奨学生、アウン・チョウさん（1962-66 ／東京北ＲＣ・東京南ＲＣ）も家族とともに参加し、総勢約 60 人が
設立を祝いました。地道に学友を探して学友会設立への準備を重ねてきたタンシンナインさんは、「今後は、日本語を学ぶ
学生への奨学金支給や貧しい小中学校への支援なども行いたい」と、抱負を語りました。 
　
【 学友が「若者力大賞」を受賞！ 】
　
【 ただいま ！ 久しぶりの世話クラブ訪問 】

E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
編集担当：野津（のづ）・峯（みね）

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル3F 
Tel：03-3434-8681　Fax：03-3578-8281

ハイライトよねやま204
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新会員紹介・物故者案内

県北第二分区 川俣ＲＣ

斎藤　典信
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月1日
精密部品加工
㈱斎藤工機

中央分区 郡山西北ＲＣ

遠藤　浩二
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月1日
外構工事
㈱レイツ

中央分区 郡山西北ＲＣ

川崎　祐子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月1日
飲食業
㈱笑福

中央分区 郡山西北ＲＣ

篠原　由香
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月1日
飲食業
㈱More

中央分区 郡山西北ＲＣ

宗像　義治
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月1日
石材業
㈱石の協栄

中央分区 郡山ＲＣ

浜田　正隆
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月16日
旅行斡旋
㈱ JTB東北法人営業郡山支店

中央分区 郡山コスモＲＣ

佐藤　正春
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月26日
旅行業
㈱トラベルハウス

会津分区 喜多方ＲＣ

大森　幹事
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月14日
神社神道
北宮諏訪神社

いわき分区 いわき平ＲＣ

佐々木　貢一
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

3月23日
家具販売
㈱丸ほん

3月
新会員

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7 名）を含む。
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物故会員　
謹んでご冥福をお祈りいたします

訃報

小原　満夫
（享年91歳）

中央分区 
郡山コスモスRC（名誉会員）
2017 年 3月15日ご逝去
入　会：1973 年 1月入会
1979-1980 年：郡山南RC会長
1993-1994 年：中央分区分区代理
2004 年：郡山コスモスRC特別代表
ロータリー歴：44 年
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