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表紙：リカちゃんキャッスル（小野町）

　今年の猪苗代湖水草回収作業は、ロー
タリー会員 472 名 /51クラブを含む、合計
1,991 名の協力により、無事終了しました。
回収コンテナ数 6,260ケ、239㎥を回収。
１回あたりの回収量は史上最高の 18.4㎥
でした。7 年間で1,1836 名の参加、累積
回収量は1,233㎥になりました。38.6 億トン
の水量に比べれば僅かですが、回収体
積分のCOD 値は抑制できました。
　参加クラブ紹介：原町 RC、相馬 RC、浪江
RC、富岡RC、原町中央RC、南相馬RC、福島グロー
バルRC、いわき平東 RC、いわき四倉 RC、いわき
桜 RC、石川 RC、郡山西 RC、郡山南 RC、郡山
安積 RC、郡山アーバンRC、郡山コスモスRC、い
わき勿来 RC、郡山北 RC、　郡山東 RC、白河
RC、須賀川 RC、須賀川南 RC、須賀川ぼたん
RC、小野 RC、滝根 RC、常葉ロータリークラブ、
本宮 RC、三春 RC、船引 RC、矢吹 RC、福島

RC、二本松 RC、福島南 RC、福島中央 RC、福島中央 RAC、福島北 RC、川俣 RC、福島しんたつRC、保原 RC、郡山 RC、郡山西北 RC、白河西
RC、会津坂下RC、会津若松南RC、会津若松城南RC、会津若松中央RC、喜多方RC、会津若松西RC、田島RC、喜多方中央RC、猪苗代RC（NPO重複共）

報告：社会奉仕委員会副委員長 中村 岳嗣

ロータリアンの奉仕に感謝　「猪苗代湖水草回収作業」



疾病予防と治療月間

ガバナーメッセージ

　今年も最後の月、師走を迎えました。１年の締めくくり
の月であり、最も日中の短い月です。木枯らしが吹き、
文字通り冬将軍の訪れです。何よりも皆様方のご清祥と
社会の安寧を心からお祈りいたします。
　各クラブへのガバナー訪問も残すところ数クラブを残す
のみとなり、みなさまには、友愛に満ちたお迎えとお心遣
いを頂き、ロータリアンならではのふれあいを通して、共
に心を分かち合う貴重な機会を頂き深く感謝申し上げま
す。
　さて１２月は「疾病予防と治療」月間であります。これ
は、６つの重点分野の中の一つです。ロータリーは、発
展途上国の人々が、質の高い医療を低いコストまたは無
料で受けられるよう、支援活動を行っています。地球上
では、貧困で高額な医療を受けられない人々が、１億
人以上いると伝えられていますが、そのような中でロータ
リーは、主な感染症「ポリオ、エイズ、マラリアなど」に
ついての正しい知識を広め、病気の予防や治療を支援
しています。またこのような活動は、医療関係者のスキ
ル向上にも役立ち、それもロータリーの活動の一環であ
ると言われています。
　「疾病予防と治療」について、より具体的な事例をご
紹介いたします。第４３回（２０１４－１５年度）ロータリー
研究会における、第２７１０地区の井内康輝氏（広島南
ＲＣ）のカンボジアへの医療支援、ロータリー財団補助
金の実践報告です。補助金はグローバル補助金、活
動は、人道的補助金プログラムとＶＴＴ（職業研修チー
ム）を連続して行った事例です。カンボジア保健省との
話し合いで、歯科保健指導や女性の乳がん検診に力を

注がれたとのこと。特にカンボジアでは乳がんが死因の２
番目とのことで、費用総額３７，５００ドルのうち、２／３の
２３０万円は超音波診断装置の購入に使われたとのこと
です。
　報告は実施国と援助国の問題が具体的で、またカン
ボジアの医師たちの日本での研修など、今後の広がりも
述べられています。一度お読みになると、医療後進国
の現状が理解でき、ロータリー活動にも広がりを見出すこ
とができると思います。

国際ロータリー第2530地区
2016－17年度ガバナー

佐久間 英一

Rotary International District 25302

三春人形
「太鼓打ち」
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　地区運営（戦略＆ＩＴ）委員会による「My ROTARY操作勉強会」は、下記の通り8月から11月まで各分区で開催され、
全て終了しました。参加者総数は114 名でした。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

【開催状況】8/6：県北第一分区・県北第二分区（35名）、9/10：会津分区（19名）、10/8：県中分区・県南分区（32名）、
　　　　　10/15：いわき分区・相双分区（18 名）、11/12：中央分区（10 名）　※（ ）内は参加者数

※アカウントの作成方法により情報反映までに多少の時間差が生じたり、ご登録されているつもりでも、
　RI データ ベースとの情報不一致等により、会員様としてアカウントが認識されていないケースもあります。
※ＲＩ会長賞の「オンラインツールの利用」第１項目は、My ROTARY 登録だけではカウントされません。
　「スキルと関心」を入力する必要がありますのでご注意ください。

My ROTARY操作勉強会　全8分区で終了

■My ROTARY登録状態（2016.11.22現在）
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県北第一分区ガバナー歓迎会 会津分区ガバナー歓迎会

　日中は夏の日差しが残り、夕方からは秋の風が吹く、季節の変わり目
から始まった会津分区の公式訪問の丁度半ば、10月13日夕刻より会
津若松ワシントンホテルでガバナー歓迎会が開催されました。当日、佐
原元パストガバナーの令夫人和佳子様にも急遽ご参加いただき、花を
添えていただきました。会津定番の東山温泉の芸子衆の踊りを堪能した
後、佐瀬正行直前ガバナー補佐の乾杯で宴が始まりました。会津若松
市の乾杯条例に従い、日本酒での乾杯です。室井照平会津若松市長
にはご祝辞をいただきました。
　佐久間ガバナーの美声を聞きたく、カラオケの手配も事前に確認しましたが、次回の楽しみということで、永井久分区幹
事の運転する車で三春にお帰りになりました。
　同日の昼間の会津若松中央 RCにての公式訪問では、全ての委員会に具体的なコメントを機関銃のように休みなく発せ
られましたので、お疲れになられたのだと思います。僭越ながら、泉のように次から次へと湧いてくる情熱的なガバナーコメ
ントを「佐久間節」と呼ばさせていただくことにしました。
　10月27日には、田島 RC 主催の歓迎会も開催されましたので、追記しておきます。当日の昼間は、会津坂下 RC自
慢の浄土宗のお寺で公式訪問を行い、途中歩いて3 分の会津坂下町役場に齋藤文英町長を表敬訪問し、 例会終了後
は会津路を横断して南会津町役場に大宅宗吉町長を表敬訪問し、夕刻からは田島RCの公式訪問でした。例会終了後、
田島の丸山館で歓迎会が行われ、2 次会をはさみ、3 次会でようやく佐久間ガバナーの美声を聞くことが出来ました。夜
中に丸山館に帰り、永井地区幹事と熱い熱いお風呂に入り熱い忘れられない1日が終わりました。

会津分区ガバナー補佐
遠藤 久（会津若松中央ＲＣ）

　県北第一分区７クラブのガバナー公式訪問は去る9月12日から10
月6日にかけて行われました。佐久間ガバナーにおかれましては、連日
の訪問でさぞお疲れかと思いましたが、沢山の関係書類がぎっしりと詰
まった重いバックを自らお持ちになり、それぞれのクラブに臨まれ懇切丁
寧にアドバイスを頂き感銘致しました。ありがとうございました。
　当分区の公式訪問を終えられた10月7日に、二本松御苑で7クラ
ブ会員約 100 名参加のもと、佐久間ガバナー令夫人公子様、阿久津
パストガバナー令夫人セイ様、大橋パストガバナー令夫人フミ様のご出
席を頂き盛大に歓迎晩餐会を開催することが出来ました。

　ホストクラブの二本松あだたらRCの菅野会長の開会挨拶から始まり、
佐久間ガバナーのご挨拶、分区を代表し私の歓迎のことばと続き、パ
ストガバナー阿久津肇様のご祝辞と乾杯のご発声で祝宴に入りました。
　歓迎アトラクションとして、地元二本松市で活動中の和雅美太鼓の皆
さんによる演奏をして頂きました。会場内に響きわたる勇壮な和太鼓の演
奏、乙女たちの卓越した技に会場のロータリアンは関心と感動で大きな
拍手を送っておりました。
　最後にみんなで輪になって「手に手つないで」を合唱し、盛会の中、
名残り惜しく会を閉じました。

県北第一分区ガバナー補佐
善方 邦雄（二本松あだたらＲＣ）
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ガバナー公式訪問

福島南RC会長
佐久間 功

　10月5日、佐久間ガバナー公式訪
問がありました。初めにガバナーと会長
幹事との打ち合わせ会議があり、佐久
間ガバナーが今年度の方針をお話しさ
れ、あらかじめ用意されていたガバナー
からの質問書に沿いクラブの現状を説
明しながら会議を進めていきました。私
とガバナーは同じ姓なので遠い親戚かも

知れないと想像しつつの受け答えでした。
　クラブ協議会では、当クラブの年次計画書に記載している各委員
会の活動計画を担当委員長が一人ずつ順次発表しました。事前に
ガバナーへ計画書をお渡ししていたため、スムーズに進められ、ガ
バナーから各委員会へ丁寧にアドバイスがありました。その後、例
会に入りガバナースピーチを頂きました。三春がガバナーを受けたこ
とについて、「田村をロータリーの森に」 と5 つのクラブを誕生させた
先輩たちのバイタリティーあふれる気持ちを引き継ぎたいという盛り上
がりと、小クラブでも皆で力を合わせるとガバナーを出せるという事を
地区の皆さんに示したいという意気込みで挑戦されたとの事です。
又、今回の規定審議会の細則の変更に触れ、その最大の目的は、
クラブに柔軟性を持たせ、クラブの運営を地域に合った方法で、中
核的価値観を失わずに、活動できるようになった事を話されました。
　今回の公式訪問のメインテーマは、ポリオ撲滅へのロータリークラ
ブの取り組みについてでした。その現状と、今後の課題などをパワー
ポイントを用いて丁寧に説明して頂きました。さらなる撲滅へのご支
援を頂きたいとスピーチされました。
　当クラブでは、初めての試みで、使途指定ポリオプラス募金を年
２回実施することにしています。

福島 21RC会長
寺島 英之

　ガバナー公式訪問につきまして
最初に会長・幹事との懇談会は
午後 2 時半よりはじまりましたが、
例年と違い今年は地区資金委
員長並びにガバナー補佐と、分
区幹事 2 名も出席しにぎやかに
尚且つ和やかに懇談会を進行し
ました。

　事業計画書、決算書等の確認、クラブの方針の確
認等を進めた後、クラブの良いところ、クラブの悩んで
いるところの話の中でやはり出席出来ていない会員が例
会等に参加してもらうにはどうしたら良いかという点につい
て、ガバナーから素晴らしいアドバイスを頂き関心いたし
ました。その内容は簡単にまとめますと出席できない会員
に心から来てもらいたいと言う気持ちを行動で表し、心に
訴えていく必要があるのではないか等の素晴らしいご意
見を頂きました。
　休憩をはさみ午後 3 時半よりクラブ協議会に入り、各
クラブ委員長より今年度の計画と方針を朗読後、ガバ
ナーよりそれぞれに適切なアドバイスを頂き予定の時間を
少しオーバーするぐらい熱心にご指導いただきました。感
激いたしました。
　午後 5 時半より例会に入り6 時よりガバナースピーチを
いただきまして、ガバナー公式訪問を終了いたしました。

会津若松南RC会長
相原 清司

　去る10月3日、会津分区トップを切っ
てガバナー公式訪問が、佐久間英一
ガバナーはじめ地区幹司永井久様、会
津分区ガバナー補佐遠藤久様、会津
分区幹事髙橋正勝様を迎えて、当クラ
ブの例会場であります「ホテル二ューパ
レス」において、9 時 30 分よりガバナー
との懇談を1 時間、事前に質疑が来て

おりましたのでそれをベースにお話をしました。10 時 45 分～12 時
15 分までクラブ協議会、各委員会より今年度 1 年間各自発表し、
発表後 2 回にわたりガバナーより総評を頂きました。
　当クラブでは、今年度 RI 規定審議会において「例会を何回開
きましたか」ではなく、「地域社会にどのように変化をもたらしています
か」というものですとジャーム氏は述べています。当クラブも会員の
減少が進み、今年度より例会の回数を月2 回、年間約 27 回にて
試みています。他のクラブから、どんな変化が有るかなど相談が有
ります。今のところ何とも言いえない時期です。他に入会金の廃止
など、我がクラブはローターアクトがあります。今現在、男女 7 名で
運営しています。毎月の例会の他様々なイベントを開き、積極的に
奉仕活動をしています。30 歳を過ぎた人々には、ロータリーメンバー
入りを勧めています。また、友好クラブの京都亀岡 RC、山形鶴岡
RC、韓国河東 RC、3クラブとは年間に何回かの友好を深めており
ます。12 時 30 分より例会。例会時に佐久間英一ガバナーより約 30
分の卓話を頂きました。私はロータリー歴 25 年で、当クラブは47
年目のクラブです。47 年目で私が初めて2 回目の会長を務めており
ます。佐久間英一ガバナーを迎えての公式訪問、大変有り難うござ
いました。会員一丸となり、楽しいクラブ運営に努めてまいります。

会津若松城南RC会長
小島 敦

　2016－2017 年度
会津若松城南 RC 佐久間 英一 ガバナー公式訪問
期日：平成 28 年 10月4日（火）

10：40～ 13：30
会場：会津迎賓館 4 階
来賓

第 2530 地区ガバナー　 佐久間 英　一 様
第 2530 地区幹事　　 永 井 久 様
会津分区ガバナー補佐 遠 藤 久 様
会津分区幹事　　　　 髙　橋 正 勝 様

　10月4日に当クラブのガバナー公式訪問が行われました。9：30 から
10：30まで、会長・幹事会が行われまして、その際に佐久間ガバナーから、
当クラブにたいしての質問を戴きましたが、私も入会して6 年目で、わからな
い中、いろいろとご指導を戴きました。特に、会長賞への取り組み、またクラ
ブとしての3 年、5 年、10 年後のビジョンを見つめながらの、今の会長として
のやるべき事をお話戴きました。現会長、そしてロータリアンとしてまた一つ勉
強させて戴きました。ありがとうございました。10：40 から12：15まで、クラ
ブ協議会を開催しました。ガバナーを会員みなさんで拍手にてお迎えし、各
委員長からの発表を前半、後半に分けて、前半部分の各委員会に対しての
コメントを戴き、後半にはコメントと総評を戴きました。リハーサルでは、時間が
余ってしまい、公式訪問時に早く終わってしまったらどうしようと思っていました
が、佐久間ガバナーが、コメントと総評でピタリと時間を合わせて戴きまして、
本当に素晴らしいと感じました。12：30から13：30まで例会に入り昼食を戴き、
最後に佐久間ガバナーからのポリオ、ロータリー財団 100 周年等のお話を戴
きまして、佐久間ガバナーの優しさが滲み出るお話で感動をいたしました。佐
久間ガバナーには、これからもお身体をご自愛して戴き、ご活躍をご祈念いた
したいと思います。公式訪問、本当にありがとうございました。
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ガバナー公式訪問

喜多方RC会長
樫内 秀司

　会津分区 3 番目の訪問というこ
とで、10月11日に、佐久間英一
ガバナー、遠藤久ガバナー補佐、
永井久地区幹事、髙橋正勝会
津分区幹事の 4 名をお迎えし、
ガバナー公式訪問が行なわれまし
た。午前 9 時 30 分より会長・幹
事会が始まり、ガバナーは、当ク

ラブの特徴をよく理解されて、終始なごやかに接してくださ
いました。当クラブの現状や将来像、マイロータリーへの
取り組み状況、他のクラブの欠席会員への取り組み方な
ど、意見を交換しながら有意義な時間を過ごすことができ
ました。
　続いて、クラブ協議会が開催され、各委員会の委員
長より、今年度の活動方針と現状の報告を行ないました。
ガバナーからは、委員会ごとに一つ一つていねいにご指
導いただいたことが、とても印象に残りました。
　例会でのガバナースピーチでは、国際ロータリーのこれ
までのポリオへの取り組み状況の説明がありました。現在
のポリオ常在国が、3 カ国までに減少し、あと少しでポリオ
ウイルスを地球上から根絶できるので、ポリオ撲滅まで引き
続き協力をお願いしたいとの要請がございました。
　例会終了後、喜多方市長を表敬訪問し、佐久間ガバ
ナーから地区の活動方針などの説明をしていただき、公
式訪問が終了いたしました。佐久間ガバナーにおかれまし
ては、約１ヶ月間をかけ会津 10クラブを訪問なさるとのこと
ですので、健康に留意されご活躍願いたいと思います。

会津若松RC会長
山本 真一

　平成 28 年 10月12日、会津若松ワシ
ントンホテルにて、佐久間英一ガバナー公
式訪問が行われました。まず 9：30～
10：30 の会長・幹事会では、当クラブ
の現状をご説明しました。その後ガバ
ナーより、RI 会長賞にチャレンジするため
の目標設定や、マイロータリーの登録状
況、会員増強の現況などについての確

認、ご指導をいただきました。続く10：45～12：25のクラブ協議会では、
各委員長より方針や活動計画を発表いたしました。ガバナーからは、時
間をフルに活用して、委員会一つ一つに貴重なアドバイスや事例の紹
介をいただきました。印象に残ったものを、いくつかご紹介します。
・百万ドルの食事例会を定期的に行っているクラブあり。

～百万ドルの食事（Million Dollars Meal）は、例会で粗食の日
を定め、節約額を社会奉仕、国際奉仕などの資金に繰り入れるもの。

・ニコニコBOX への拠出金は「幸せの証」。 
・会報は、もう一つの例会。活動ごとに担当者を決めて、PRに取り

組むこと。
・長期欠席者には思いやりが大切。
・例会活性化の基本は、「元気な挨拶」 。
・職業分類への考えは、地域・状況により様々。クラブの自主判断

による。
・ＲＩ規程が変更になったが、クラブの裁量の余地が広がった、という

こと。
　12：30 からの例会では、握手から始まる当クラブの例会をご覧いた
だいた後、佐久間ガバナーより、ポリオ撲滅への熱い想いをお伝えいた
だきました。

会津若松中央RC会長
福西 宜孝

　当クラブは、11月6日に開催さ
れる会津分区 IM のホストクラブ
である。IMは、研修会も懇親会
も、全て会員自前の手作りで行う
計画を立てている。会員 21 名の
エネルギーが、IM 準備に傾注し
ているさなか、10月13日、ガバナー
公式訪問の日を迎えた。

まず、会長・幹事会においては、事前にいただいていた
質問事項に回答するやり方で行われた。当クラブは、

「ロータリーの心を学ぼう―例会の充実を」をテーマに掲
げている。少人数でもあり、派手な企画はできない。そこ
で、会員相互の切磋琢磨により人格の向上を、ロータリー
精神の体得を目指していることなどをご報告した。ガバ
ナーは、これを好意的に受け止めて下さったものと、勝手
に決め込んでいる。
　クラブ協議会では、少人数クラブのやむなき事情で、
一人何役も兼ねて発表する会員がいた。進行役の会長
をはじめ、（前述した事情により）準備不足のきらいがあっ
た。しかしガバナーは、そんな私達に対し、懇切丁寧な
ご指導をして下さった。ガバナーの寛容の精神に心打た
れると共に、その教えを今後の活動にいかすべく、会員
一同決意した。例会では、ガバナーから、ポリオに関す
るご講話をちょうだいした。これがロータリーの悲願である
ことをうかがい、その認識を新たにした。例会後は、会
津分区主催の歓迎会が盛大に行われた。公式訪問での
お疲れを多少でも癒していただけたであろうか……？

喜多方中央RC会長
小野瀬 賢治

　10月19日（水）例会場であ
る会津喜多方商工会議所にガ
バナー佐久間英一様、地区幹
事永井久様、会津分区ガバナー
補佐遠藤久様、分区幹事髙橋
正勝様をお招きしガバナー公式
訪問を開催いたしました。先週、
喜多方 RC 訪問の際に喜多方

市長への表敬訪問に同行していましたので、とても自然
に話に入ることができました。
　当日は、午前 9 時 30 分より会長・幹事会があり、奉
仕活動の際には必ず広報担当者を置いてメディアにア
ピールする事、認知度を向上させる事、それが会員の
増強にもつながる事、その他の事も一つ一つ丁寧にご
指導いただきました。その後、クラブ協議会が開かれ各
委員長・委員より今年度の計画の説明があり、委員会
ごとにご指導を戴きました。温和で分かりやすい語り口、
そこにロータリーに対する信念・情熱が感じられとても有
意義な協議会となりました。
　12 時より昼食をとり、その後例会が行われ、佐久間
ガバナーよりＲＩテーマ地区目標についての説明がござい
ました。「ポリオの現状とお願い」というテーマでポリオ撲
滅はいかにロータリーにとって大切であるかという卓話を
頂きました。
　「人類に奉仕するロータリー」のもと、今年度の目標に
向かって会員一同邁進していきます。今後ともご指導を
宜しくお願い致します。
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ガバナー公式訪問

会津若松西RC会長
髙久 敏雄

　10月20日（木）、佐久間英一ガバナー、
永井久地区幹事、遠藤久会津分区ガバナー
補佐、髙橋正勝会津分区幹事の4 名をお迎
えし、ガバナー公式訪問が行われました。当
日は、午前 9 時 30 分から会長・幹事会が
行われ、当クラブより会長・幹事・会長エレ
クトが同席し、事前に送られてきた質問状をも
とに約 1 時間の質疑応答が行われ、当クラブ

の現状等を説明するとともに、問題等に対し適切なアドバイスをいただいた。ク
ラブ協議会においても、各委員会の本年度の活動計画の発表を行った際には、
次のようなご意見ご指導がありました。
① 活動計画が良くできているので、この計画に基づいて実行してください。
② 女性会員を増員すれば更なる飛躍が見込まれると思います。
③ 会報が良くできています。
④ ロータリー財団の補助金を積極的に活用し奉仕活動を行ってください。

　その後の例会では、佐久間英一ガバナーが例会場に入場される際、「ガバ
ナー歓迎ハロー・ハロー」を全員で合唱してお迎えし、佐久間英一ガバナー
から、熱烈な歓迎を受けて感激していますとのお言葉をいただきました。例会
での卓話では、ポリオ撲滅の取り組みや米山記念奨学会を中心にお話があり、
その重要性を再認識させていただきました。
　当クラブの会員数は現在 27 名ですが、そのうち在籍年数が連続して5 年
以下の会員が 14 名と過半数を超えていますので、心を一つにして会員の純
増の達成と5 年後 10 年後の更なる活性化を目指すとともに、佐久間英一ガバ
ナーのアドバイスを踏まえ、今後の活動計画を実践していきたいと考えています。
　最後に、佐久間英一ガバナーをはじめ、永井久地区幹事、遠藤久会津分
区ガバナー補佐、髙橋正勝会津分区幹事の今後のご健勝、ご活躍を会員
一同ご祈念申し上げ、公式訪問の報告とさせていただきます。

須賀川RC会長
樫村 聡

　本年度須賀川ロータリークラブ
は、クラブのテーマを「進み続け
るロータリー」とし、変革の時代
の中にあって決して進むべき道を
誤らぬよう、これまでのクラブの歴
史と伝統を大切にしながら活動を
続けております。
　さて10月24日県南分区のトッ

プを切ってガバナー公式訪問を開催致しました。当日はガ
バナー佐久間英一様、地区幹事永井久様、県南分区ガ
バナー補佐草野好夫様、県南分区副幹事斎藤正明様に
は朝早くからのご来訪いただき誠に有難うございました。
　早速 9 時 30 分より会長・幹事会を開催し、事前にガ
バナー事務所より送られて参りました質問状を中心に、クラ
ブの現状や今後の問題点などについて和やかにお話をす
ることが出来、引き続き10 時 30 分より開催しましたクラブ
協議会においても、各委員長の事業方針に対して一つ一
つ丁寧に心のこもったアドバイスを頂く事ができました。また
例会の中では、ポリオ撲滅の現状と現在の課題について
お話しいただき、私たちの活動が世界にどう結び付くのか
理解すのと同時に「人類に奉仕するロータリー」このテー
マの意味をあらためて再確認出来たような気がします。
　最後に例会中に行いました新入会員 2 名の入会式に
対して、佐久間ガバナーにもお手伝いを頂き誠に有難うご
ざいました。この紙面をお借りし御礼申し上げガバナー公
式訪問のご報告とさせていただきます。

東白川RC会長
藤田 卓

訪問日：平成 28 年 10月25日（火）
PM4：00～ 7：30

会　場：㈲白洋旅館
ご来訪：2016-2017年度RI第2530地区ガバナー

佐久間　英一　様
県南分区ガバナー補佐 草野 好夫　様
地区副幹事 大内 長久　様
分区副幹事 斎藤 正明　様

①　会長・幹事会　PM：00～ 5：10
佐久間英一ガバナーより事前訪問内容についてお話があり、当クラブの今
年度の活動方針及び現在置かれている問題点について討議を行い、適
切なアドバイスを受け、有意義な会長・幹事会が出来ました。

②　クラブ協議会　PM5：20～ 6：20
クラブ協議会では、ガバナー、ガバナー補佐、地区副幹事、分区副幹事
の皆さんにも出席いただきました。短い時間ではありましたが、年次計画書
を中心に各委員会の委員長の目的、活動計画を真剣に聞いていただき、
貴重な助言、実例など具体的に親切丁寧にご指導いただきました。

③　例　　会　PM6：30～ 7：30
佐久間英一ガバナーより、約 30 分にわたりスピーチをいただきました。国際
ロータリーとして又ガバナーとして、奉仕の理想実現のためのポリオ撲滅に
懸ける真摯な思いを聞き、会員一同感動いたしました。

④　ガバナー歓迎懇親会　PM7：40～ 9：00
例会場の特別料理に舌つづみを打ちながら、日ごろのガバナー公式訪問
のご苦労と、三春ロータリークラブの会員 25 名での地区活動のお話を聞
かせていただき、会員との和やかな親睦が出来て大変良かったと思ってお
ります。
最後に佐久間英一ガバナーのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

矢吹RC会長
遠藤 武士

　10月26日午前 9 時 30 分より
12時 30分まで、会長・幹事会、
小休息後クラブ協議会を開催し
ました。
国際ロータリー第 2530 地区ガバ
ナー佐久間英一様、地区幹事
永井久様、県南分区ガバナー
補佐草野好夫様、分区幹事佐

藤演由様と当クラブ会長幹事以下10名が出席しました。
先ず会長幹事会においては、ガバナー事務所より事前
質問事項の返答一項目ごとの指導がありました。
　この内容について、当クラブは会員数が 12 名と少な
いため、現在の状況を踏まえて説明申し上げましたところ、
当地区内の同じくらいの規模のクラブの現状を詳しく説
明いただき、特に会員増強に関して具体的にアドバイス
を頂き大変参考になり感謝申し上げます。また国際ロー
タリーが 100 年を経過し、大きな変革期に入っていること
に対応して、戦略委員会の重要性を強調され、地域に
貢献できるクラブにする事が大変重要であると御指導頂
き、意義深く感じました。
　クラブ協議会においては、各委員長の発言に対して
各委員会の対応ばかりでなく、各委員会が連携して行
動する意義を強調されました。説明が詳細に渡る内容
でしたので、時間オーバーの熱意ある御指導をいただき
大変感謝申し上げます。
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　今年度より、エコキャップの回収資金を地区の口座にまとめ、ポリオプラスに寄付
していきます。これにより、エコキャップの資金が確実に地区のポリオプラスの実績
となります。しかし回収拠点が少なく、全てのクラブが容易に回収出来る状況では
ありません。そこで今回は、社会奉仕セミナー会場にて回収を行いました。21クラ
ブのご協力により、合計で1,362キロ集まり、27,240 円の資金になりました。
　白河で開催される次年度の地区大会でもエコキャップの回収を開催する予定で
す。多くのクラブのご協力をお願い致します。

　10月8日（土）・9日（日）の両日、ビッグパレットふくしまに於
いて「KORIYAMA EXPO2016こおりやま産業博」が開催され
ました。
　当クラブでは初となる公共機関主催の展示会に出展し、10月
24日の世界ポリオデーに合わせて、ポリオ撲滅活動を中心にロー
タリークラブのＰＲを行いました。
　今回の産業博では２００近い企業・団体が出展しましたが、当
クラブの展示ブースを訪れた方々は、ポリオ撲滅活動の各種展示
物や、DVD、ロータリークラブそのものにも関心を寄せていました。
　2016 年規定審議会において「広報委員会」が「公共イメージ委員会」となった最初の試みとしての出展でしたが、
清水公夫会長以下、関係の皆様のご尽力により当初の目的を果たすことができました。また、会場にて放映させて頂いた
DVD「感染症ポリオ　残り1％の戦い」は国際ロータリー第 2660 地区よりご提供頂きました。第 2660 地区の皆様には大
変感謝申し上げます。（郡山南ロータリークラブ広報・雑誌・会報委員会委員長大内清）

郡山南ロータリークラブ　清水公夫 様

　エバンストンの国際ロータリー本部よりご挨拶申し上げます。この度は、郡山市にて実施されるポリオ撲滅の募金活動について
ご連絡いただき、誠にありがとうございました。私は、国際ロータリー Global Communications 担当部職員の加藤と申します。
ご提供いただいた情報を、世界ポリオデーのための活動リストに追加させていただきます。
　ご承知のことと存じますが、先日、ナイジェリアで野生型ウイルスによる発症が確認され、同国が再びポリオ常在国リストに加え
られました。この予断を許さない状況における目下の課題は、他国へのウイルス流入を抑止し、ウイルスの監視活動を強化しつつ、
高リスク地域での予防接種にさらに力を入れていくことです。そして、これらの活動を支える基盤として、ポリオ撲滅支援に対す
る世界各地での認識向上が不可欠となります。貴地区におけるこの度のご活動は、これらの取り組みを支える大きな力となります。
　世界ポリオデー （10月24日）では、アトランタの米国疾病対策センター（CDC）にて、世界保健機関やユニセフといったパー
トナー団体とともに、ポリオ撲滅活動の現状を伝えるイベントが実施されます。この様子はインターネット（endpolio.org）でもライ
ブ中継されますので、ご覧いただければ誠に幸いです。なお、日本時間でのイベント開催日時は、25日朝方となります。
　この度のご連絡に重ねて感謝申し上げるとともに、郡山南ロータリークラブの益々のご発展をお祈りいたします。

国際ロータリー グローバルコミュニケーションズ　加藤将史

エコキャップ回収状況 報告 環境保全委員会 委員長
山田 覚（福島グローバルRC）

　社会奉仕セミナーの１つ目は、船引 RCからの提案で、映画「物置のピアノ」の上映会です。会場には地区役員と各クラ
ブの社会奉仕委員会のメンバー合わせて100 人が参加して鑑賞をしました。この映画の主人公は現在 NHKの朝ドラ「べっ
ぴんさん」の主演女優芳根京子さんです。東日本大震災から1 年後の桑折町の桃農家を舞台にした5 人家族の絆と、挫
折から夢の実現へ向かう17 歳の女子高校生の揺れ動く青春と旅立ちの物語です。映画は、主人公の春香が物置にあるピ
アノを弾くところから始まります。姉の秋葉と春香は幼い頃からピアノが上手でコンテストではお互いに賞を取り合っていました
が、ある日突然に姉秋葉はピアノを止める、もう見たくないと言って、母屋にあったピアノは物置に片づけられてしまいました。
映画のタイトルはここからきました。物置のピアノは2014年から公開され、その後はオーストラリア、イギリス、ボリビア、イタリア、
ドイツ、フランスと海外クラブに招聘されました。
　福島県の震災、そして原発事故と私たちにもっとも身近に関係する事が映画の中にはたくさん出てきます、現状の生活を続
けて行く為に、人はどのように生きるかが大事なテーマだったと思いました。皆さんには真剣に見て頂きました。佐久間ガバナー
は「ふるさとの歌」のシーンはとっても良かった、涙が出て来たと言っておられました。あれから5 年経ち記憶が薄れかけて来
ている時に、見た方全員に感動のあるいい作品が上映する事が出来て良かったです。船引 RCさんありがとうございました。

映画「物置のピアノ」を鑑賞して頂きました 地域社会奉仕委員会 委員長
髙縁 勝一（郡山安積RC）

郡山南RC会長
清水 公夫（郡山西北RC）

地区社会奉仕委員会セミナー報告世界ポリオデーイベント報告

■合わせて、世界ポリオデー開催の報告を国際ロータリー本部へ届け出たところ、
　本部より返信のメールが届きましたので、下記に掲載させて頂きます。

　第二部のタイトルは「目の前で人が倒れたらどうしますか？」でした。普及が進ん
でいる救命装置「AED」ですが、有事の際にこれを使って人の命を救う自信のあ
る方は少ないのが現状です。当委員会では使用法を知る機会を作りたいと思って
いたところ、福島市の阿部循環器科・内科クリニック 院長 阿部之彦先生（猪苗
代 RC 元会員ご子息）にご快諾いただきこのセミナーが実現できました。
　急に意識の無くなった人にすべきことは定式化されています。救急車を呼び、到
着までに心臓マッサージを続けること、その間にAEDを患者に装着し実行すること、
簡潔にわかりやすく説明をいただきました。参加者の真摯さは特筆すべきものでした。人の命を救う事ができるかできない
か。究極の立場に誰もがなり得ます。先生の軽快ながらも救命救急への情熱をあふれる素晴らしいご講演には、「職業を
通じて人類に奉仕する」姿を見た思いです。先生と参加の皆様に深く感謝申し上げます。

地区社会奉仕セミナー 第二部 報告 社会奉仕委員会 副委員長
中村 岳嗣（猪苗代RC）

佐久間英一ガバナーを囲んで
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　平成 28 年 11 月3日（木）文化の日に地区内各地より
160 余名のロータリアンが参加して職業奉仕委員会セミナーが
郡山ユラックス熱海大会議室に於いて開催されました。
　佐久間英一ガバナーにより開会点鐘が行われ続いて職業
奉仕委員会担当相談役であります野﨑潔パストガバナーに挨
拶を頂きました。次に職業奉仕委員長の比佐臣一氏より挨拶
があり、併せて本日の講師紹介をしていただきました。今回の
セミナーは関場慶博氏を講師としてお招きし「我らの職業奉
仕、今だからこそ」と云う演題で講演を頂きました。
　関場氏は弘前アップルロータリークラブ会員であり、国際
ロータリー第 2830 地区 2000－2001 年度ガバナーを務められ
ました。現在、国際ロータリー日本青少年交換委員会監事を始め、多くの役職に就かれています。また福島県立医科大
学卒業（医学博士）後、関場小児科医院院長としても広く親しまれています。関場氏は、職業奉仕を知るうえで、まずロー
タリーの生い立ち、歴史、思想等から理解すべく説明に入りました。そのうえで職業奉仕こそがロータリーにとって根幹
をなしており、またこの職業奉仕という考え方は他の奉仕団体には無く、まさにロータリークラブを特徴付けていると説いて
います。それぞれの職業が誇り得る天職であり、絶えずお客様の為を考えて自らの職業に励むことが即他の人々へのそし
て私たちが生かされている地域社会への尊い奉仕活動であると云います。
　私たちがこの資本主義社会の中で職業人として生きていく為には勿論利益も上げなければならず、私たち自身が利益を
上げなければロータリー活動も出来ません。シェルドンの「最もよく奉仕するものが最もよく報われる」と云った言葉や、ポー

ルハリスの「ロータリーは宗教でもなければ宗教に代わる
べきものでもない。それは、ただ古くからある道徳観を現
代生活、とりわけ職業奉仕において実践しようとするもの
である」と云った言葉も解りやすく説明して頂きました。

「ロータリーは自分の為に利益を得たいという欲望と、他
人の為に奉仕をしたいという欲望との間に存在する矛盾
を和らげようとする人生哲学である」という言葉に深いも
のを感じました。関場氏の講演に感動しつつ、予定通り
にセミナーを終了致しました。ガバナー事務局の皆さんを
始め御協力を頂いたロータリアンの皆さんへ厚く御礼を申
し上げ、報告とさせて頂きます。

職業奉仕委員会職業情報委員
上村 直人（いわき常磐RC）

　ガバナー補佐を拝命して4ヶ月目、こんなに早く大行事を?と後悔しました。
　10月23日（日）いわきワシントンホテルに於いて157 名のロータリアンの
ご参加を頂き、IM が開催されました。今までに例のない事を致しました。
IMはRIのプログラムから除外されて久しくなります。ガバナー補佐の指導
のもと、継続してロータリーの研鑽を積み又親睦を深めていると、あるパスト
ガバナーから教えていただきました。それで私は地区のガバナー、パストガ
バナー、ガバナーエレクト、地区幹事をご招待申し上げました。
　今回は超多忙の所、記念講演講師に元国務大臣、いわき市出身の森
まさこ参議院議員をお迎えし、国際奉仕の一環として「チェルノブイリから
30 年・チェルノブイリ被災地から学ぶ福島の復興」と題しましてご講演を
頂きました。私たちは報道でしか知る事が出来ない世界情勢をお聞かせ頂
き、勉強になりました。
　IMは「学習と親睦」です。講演の後は各クラブ代表による3分間スピー
チ。これも好評でした。今回は国歌斉唱、ロータリーソングは全てエレクトー
ンの生演奏でした。音楽の贈り物は東京から「ラビリンス」をゲストにお招きし、歌にダンスに楽しんで頂きました。
元交換留学生のパブロ兄弟が偶然に来日されており、これも予期しない出来事でした。お二人とも立派な弁護士さんになっ
ておりました。IMに花を添えて頂きました。
　今日は楽しかったと思って頂けるような一夜になればと思いました。最後に「手に手つないで」もバンド演奏で、今迄に
ない迫力だったと思います。ありがとうございました。

いわき分区補佐
遠藤 希和子（いわき桜RC）

いわき分区 1M報告職業奉仕委員会セミナー報告
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ハイライトよねやま199 乳幼児の健康に支援 

新会員紹介

　1975 年に、米山奨学事業への理解を深めていた
だくため、梅吉翁が逝去した日を含む4月22～ 28
日を「米山週間」と決定したことが始まりです。その
後、ロータリー雑誌週間と重なっていたことや、事業
報告書を各クラブに送付する時期の関係から、米山
週間は10月に移されました。1983 年度からはロータ
リーの週間制度が「月間」となり、現在に至ります。

　福島南RC（佐久間功会長）は9月28日（水）に福島市へ実物大の立体食品模型（フー
ドモデル）　を寄贈した。お粥や野菜の煮浸し、さつま芋の煮物など乳幼児の離乳食を再現
したもの２セットと一日に必要な分量に切り分けた野菜セット１セットを寄贈した。贈呈式は福島
市役所にて行われ小林香福島市長に手渡した。

　佐久間会長は「福島市の
将来を担う子どもたちの健全な
発育に役立てて欲しい」と話
した。
　このプロジェクトは保護者の
育児負担の軽減、離乳食指導の充実、地域の育児相談
等の拡充に役立てることを目的としたもので、実際に指導
する保育士の方もリアルな模型で一目で分量がわかり指導
の拡充が出来たと話していました。

福島南RC

　9月までの寄付金は前年同期と比べて2.1％減（普通寄付金0.6％増、特別寄付金5.5％減）800万円の減少となりました。
前年度の寄付額が高かったため、前年度比は減少となっておりますが、寄付累計額としては直近 10 年間のうち、3 番目
に高い金額で、依然好調を保っています。皆様からのご寄付に心より厚く御礼申し上げます。10月は米山月間です。こ
れからも引き続き、ご支援賜りますようご協力をよろしくお願い申し上げます。

【寄付金速報 ― 米山月間へのご協力をお願いします ―】

【10月は米山月間です ―】

　10月3日に坂本ドネイション・ファウンデイション（株）の株式譲渡に伴う（公
財）ロータリー米山記念奨学会との調印式が行われました。代表取締役
の坂本精志氏、取締役の坂本春代氏、事務局長の坂本精一郎氏、当
会からは小沢理事長はじめ常務理事会の役員が出席しました。 
　坂本精志氏（名古屋名東ＲＣ）は2000 年 4月のベトナム出身の米山
奨学生をはじめ、これまでに米山奨学生 3 人のカウンセラーをされ、一人
でも多くの留学生を支援しようと2008 年には当会に1 億円の寄付をされ、
現在までに第 1,166 回の米山功労者となられました。さらに米山記念奨学事業に貢献したいとの思いから、企業活動を通
じて公益事業等を営む団体・個人を支援し、社会に貢献することを企業理念とする坂本ドネイション・ファウンデイション（株）
を2011 年に設立し、当会への法人寄付を続けて来られました。このたび、株式譲渡のお話をいただき、坂本氏のご厚
意に応えようと当会では常務理事会、理事会、評議員会での審議を経て、定款変更等条件を整え受領することとなりました。
調印式では小沢理事長から坂本精志氏と坂本春代氏のこれまでのご奉仕に感謝して、感謝の盾と感謝状を贈呈させて
いただきました。（事務局長 岩邉俊久） 

【坂本ドネイション・ファウンデイションとの調印式】

【［訃報］副理事長 杉谷卓紀氏（第2720地区）逝去】

【マレーシア米山学友会が設立されました】

【上海米山学友会が小学校を支援】

乳幼児の健康に活用を福島市に立体食品模型を寄贈

10月
新会員

県北第二分区 川俣ＲＣ

斎藤　博美
◆入会日
◆職業分類

：
：
10月12日
農業

会津分区 喜多方中央ＲＣ

佐藤　孝
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月5日
重機運送
丸佐運送㈲

会津分区 喜多方ＲＣ

吉田　哲治
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月18日
商業銀行
㈱東邦銀行喜多方支店



Rotary International District 253018

GOVERNOR’S MONTHLY LETTER   Vol.6

Rotary Serving Humanity 19

新会員紹介・物故者案内 10月の会員数報告

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7 名）を含む。

物故会員
謹んでご冥福をお祈りいたします

訃報

武田　正吾
（享年83歳）

中央分区 郡山コスモスRC
2016 年 10月10日ご逝去
入　会：1979 年 4月入会
　　　　（郡山南RC）
ロータリー歴：37 年
2004-2005 年：初代会長

いわき分区 いわき小名浜ＲＣ

平　光弘
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月4日
日用雑貨品輸出入販売業
㈱光友

県南分区 須賀川ＲＣ

安藤　利之
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月24日
地方銀行
㈱東邦銀行須賀川支店

県南分区 須賀川ＲＣ

須田　智博
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月24日
神社神職
　神炊館神社

いわき分区 いわき小名浜ＲＣ

マリク・サリーム
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月4日
自動車販売
㈱シャインオートトレーディング

県中分区 船引ＲＣ

佐久間　正人
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月5日
住宅設備
田村住建

県中分区 船引ＲＣ

橋本　隆亮
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月5日
弁護士
たむら法律事務所

県北第二分区 川俣ＲＣ

古川　智郎
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月12日
土木業
㈱ティー・エム・オー

中央分区 郡山ＲＣ

平栗　俊昭
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月13日
シティーホテル
郡山ビューホテル㈱

県北第二分区 福島しんたつＲＣ

渡邊　亨
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月3日
菓子製造業
㈱銀嶺食品

いわき分区 いわき平ＲＣ

大倉　智
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月6日
スポーツ
㈱いわきスポーツクラブ
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	ガバナー12月P14.P15
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	ガバナー12月P18.P19

