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謹賀新年

2019-20年度ガバナーノミニー指名
　地区ガバナーノミニー指名委員会（委員長：酒井善盛直前ガバナー）が、2016 年 12月4日（日）にホテルサンルート白河で開催され、
2019-20 年度ガバナーノミニー候補に、福島中央ロータリークラブの芳賀裕氏を指名しました。
各ロータリークラブで他に適任者があれば、対抗候補者を１月１８日（水）までにガバナー事務所（指名委員会）へ提出してください。
なお、結果については、後日ガバナー月信に掲載予定です。

■氏 名
■生 年 月 日
■所属クラブ
■職 業 分 類
■事 業 所 名 
■役 職 
■現 職

芳賀 裕（ハガ ユウ）
1952（昭和 27）年 2月11日
福島中央ロータリークラブ
司法書士
ロァフォルジュ司法書士事務所
所長
司法書士
公益財団法人福島県文化振興財団　監事
更生保護法人福島県更生保護協会　理事
日本高齢者虐待防止学会　監事
日本成年後見法学会　常任理事　他

■勤務先住所

■自 宅

■最 終 学 歴

〒960-8115　福島市山下町 2 番 8 号
TEL 024-535-8557　FAX 024-535-8562
E-mail：haga@w7.dion.ne.jp
〒960-8156　福島市田沢字桜台 34 番地の 12
TEL /FAX 024-549-0810
1974 年 3 月　明治大学法学部法律学科卒業

【経歴書】

■ロータリー歴

第 10 代会長
青少年交換小委員会 委員
県北第一区 ガバナー補佐
クラブ奉仕委員会 委員長
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職業奉仕月間を迎えて

ガバナーメッセージ

　新年あけましておめでとうございます。ガバナー公式訪
問も、各クラブの会長、幹事そして会員の皆様のご支
援により無事終わらせていただくことができました。心より
御礼申し上げます。今後も気持ちを新たに任務に邁進し
て参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　ところで今月は職業奉仕月間であります。去る11月6
日に会津分区の IM「職業奉仕を学ぼう」で、「わかり
やすい職業奉仕」と題した会津若松中央RC会長の福
西宜孝氏の素晴らしいスピーチがありました。その内容
をレジュメに沿ってご紹介しますので、職業奉仕につい
て改めて考えてみてください。
　初期のロータリークラブ（以下ＲＣ）は「職業上の相
互扶助」と「親睦」であり、「奉仕」はなかったが、後にシェ
ルドンの入会で「職業奉仕」が誕生した。
　深川純一 PGの職業奉仕の考えの紹介として、職業
奉仕を職業倫理運動として捉える立場が現在は主流で
はないか。また職業奉仕は、「世のため人のために奉仕
する心をもって職業を営むこと」と定義されているが、如
何なる意味か問いかけがあった。また職業奉仕の理論
の中で、「利己と利他の調和」の必要性と、打算の論
理と愛の論理（深川PGの諸論考）の解説がありました。
打算の論理は、取引終了後の人間関係は何も生まれな
いのに対し、愛の論理は、取引終了後も「精算されな
い人間関係」が残り、相手からの信頼、信用が生まれ、
取引が終了しても継続的、長期取引が可能となり、口コ
ミにより持続した安定的利益につながるとのこと。打算の
論理に支配される職業を、愛の論理でコントロールする
のが職業奉仕であり、「打算」と「愛」という矛盾する

ものを合体させて、より高いものに止揚することが、自分、
相手、社会の皆の利益になるとのことです。　
　そして最も興味を持つ「職業奉仕と例会」との関係
です。職業奉仕の実践には、「利己と利他の調和」と
いう職業倫理が必要。しかし人間は心弱き動物、目先
の利益に走りがちである。そこで利己と利他を身につけ
る修行の場が必要であり、それがRCの例会である。
例会で良質化した人格は、社会と触れ合う中で様々な
価値、利益を社会に還元出来ることになるとのことです。
例会は、職業奉仕を行える人間を育成する場、奉仕主
体形成の場である。例会を頻繁にやり、出席を厳しく求
めるのも、会員同士が触れ合うチャンスがないと切磋琢
磨できないからとも話されておりました。
　最後に小堀憲助先生の名言を記して、新年の挨拶と
します。「心を求めて例会に至り、境地を得て例会を去
る」。今年も皆様のご発展とご健康を心からお祈りいたし
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
「大　黒」
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月信12月号の訂正

（訂正）　ガバナー月信１２月号の裏表紙（20 ページ）
記事内にて「猪苗代湖水草回収作業」の報告を掲載しましたが、記事中「参加クラブ紹介」の一覧に記載漏れが
ありました。大変失礼しました。訂正してお詫び申し上げます。
記載漏れ：福島東稜高校 IAC 生徒 21 名と顧問教師 2 名の皆様（ホスト：福島 RC）

（訂正）　ガバナー月信１２月号１２ページ
郡山南ＲＣ会長、清水公夫さんのお名前の後ろの（郡山西北ＲＣ）を削除してください。
お詫びして訂正いたします。

『東日本大震災復興支援報告書』が出来ました

　3.11 東日本大震災から間もなく6 年、今まで世界各国様々な地域から復興に向
けてのご支援をいただきました。これは『感謝』の一言に尽きると思います。
さて、震災後にご支援いただきました義援金や支援物資など、過去 5 年間の活
動を一冊の報告書としてまとめました。制作にあたり酒井善盛直前 G（南相馬
RC）を委員長とし野地利雄副委員長（福島南 RC）また阿久津肇 PG（福島
RC）が顧問を務め、その他 4 名の委員安藤元二（郡山西 RC）小澤積（南相
馬 RC）野口美佐子（南相馬 RC）伊藤淳一（福島 21RC）が制作を担当いた
しました。
　報告書については、各クラブ 2 冊を無
料で配布いたしましたが、追加ご希望が
ございましたら1 冊 2,000 円にてガバナー
事務所へお申し込みをお願いいたします。

東日本大震災復興支援報告書編集委員会
委員　伊藤 淳一（福島２１RC）

■「後期地区委員会総会」開催のお知らせ
と　き　１月２１日（土）13:30 ～
ところ　郡山ビューホテル
※関係の皆様にはご自宅に案内を郵送いたしました。
１月６日までにFAXで出欠をお知らせください。

■下期の地区資金送金について
１月３１日までに下記の金額を送金願います。
なお、１月１日現在の会員数は、国際ロータリー日本事務局で発行する「クラブ請求書」
の会員数と同一となりますので、よろしくお願いいたします。
下期地区賦課金　6,000 円×1月1日現在会員数
地区大会賛助金　3,000 円×1月1日現在会員数
合計　　　　　　9,000 円×1月1日現在会員数
《送金先》
東邦銀行三春支店　普通預金　５７２１６０　「2530 地区資金委員長　三條安國」
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県南分区ガバナ－歓迎会 県中分区ガバナー歓迎会報告

　県中分区ガバナー歓迎会は、12 月 15 日（木）三春町のみはる浪漫割烹八文字屋において、佐久間英一ガバナー、
佐久間公子ガバナー令夫人、三條安國地区資金委員長、大内長久地区副幹事、牧公介パストガバナーを招待し、県
中分区のロータリアン約６０名が参加して開催されました。
　7月6日の南相馬ＲＣからスタートし、12 月15日の三春ＲＣを最後に県内 66RC のガバナー公式訪問を終えられたことも
あり、お疲れ様でしたを含めての歓迎会となりました。
　ガバナー歓迎会ではガバナー補佐のあいさつ、佐久間英一ガバナーのあいさつ、ガバナー補佐より、佐久間ガバナー、
令夫人、三條地区資金委員長、大内長久地区副幹事へ滝根町の名産品を送り、笠原宏男地区クラブ奉仕委員長の
ご発声により乾杯となりました。
　余興に三味線演奏で飯坂温泉の旅館の若旦那でグループを作っている「飯坂だ♨べしたーず with もめんこ」に来て
いただき、会津磐梯山や飯坂小唄、花笠音頭などを弾いていただきました。
　最後に手に手つないでを行い、佐藤利男県中分区直前ガバナー補佐の中締めで閉宴となりました。

県中分区ガバナー補佐
眞田 規行（滝根RC）

　県南分区ガバナ－の歓迎会は、11月7日6 時 30 分よりホテルサンル
－ト白河に於いて開催されました。9クラブの会長・幹事をはじめ54 名
の参加を頂いて楽しく親睦を深めることが出来ました。分区幹事の佐藤
演由さんの司会で始まり、鈴木茂久白河ロ－タリ－クラブ会長の挨拶、
草野好夫ガバナ－補佐の歓迎の挨拶、次に味戸道雄パストガバナーに
激励のお言葉を頂いてから、佐久間英一ガバナ－の今迄の公式訪問
の感想My ROTARYの登録、RI 会長賞への挑戦、財団、米山の
お願い等を熱く語り、そして鈴木邦典ガバナーエレクトによります乾杯の
ご発声で和やかな祝宴になりました。当日は白河ロ－タリ－クラブの公式
訪問の日でしたので大勢の会員の方に参加して頂き、そして白河西ロ－タリ－クラブの成井会長さんの呼び掛けで総勢 10
名の参加を頂きました。ありがとうございました。ご参加を頂いた皆様本当にありがとうございました。佐久間英一ガバナ－、
やっと6ヶ月過ぎたところです、これからもお身体に気を付けて頑張ってください。

県南分区ガバナー補佐
草野 好夫（白河RC）
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ガバナー公式訪問

白河RC会長
鈴木 茂久

　去る11月1日（火）、当クラブ
の例会場、ホテルサンルート白河
において佐久間英一ガバナーをお
迎えし、公式訪問を開催いたしま
した。当日は永井久地区幹事にも
ご同行いただきました。15 時より
ガバナーとクラブ会長・幹事懇談
会から始まり、その後クラブ協議

会、クラブ例会、最後にガバナー歓迎会というスケジュー
ルで行いました。皆様のおかげでスムーズに進行すること
ができました。懇談会で、ガバナーからは 「白河クラブは
県南分区で一番歴史の古いクラブなので県南分区の柱に
なるようなクラブになって欲しい」 と熱い期待の言葉をいた
だき、気の引き締まる思いがしました。佐久間ガバナーは
優しいまなざしの中にもしっかりとしたロータリーの理念を持
ち、我々の良き指導者として、ガバナーを務められている
ことを強く感じました。
　その後クラブ協議会では各委員長にも具体的なアドバイ
スをいただき勉強になりました。例会ではガバナーから「ポ
リオの現状とお願い」 というテーマで卓話をいただきました。
ポリオ撲滅にロータリーがいかに関わってきたか分かり易く
お話しいただきました。最後のガバナー歓迎会では、県南
分区の各地区役員、会長、幹事にもご参加いただきました。
アトラクションとしてピアノとサックスの演奏に合わせて、地
元の演歌歌手の歌で盛り上がり、更にはガバナーからも生
オケでの歌も披露していただき、楽しい歓迎会になったと
思います。以上、ご報告とさせていただきます。

白河南RC会長
西牧 拓人

　11月2日（水）ホテルサンルー
ト白河において、佐久間英一ガ
バナー、草野好夫県南区ガバ
ナー補佐、佐藤演由県南分区
幹事をお迎えして、ガバナー公
式訪問が行われました。
会長・幹事会においては、クラ
ブ運営について丁寧なご指導を

いただき、ガバナーのロータリーに対する姿勢に敬意を
表し、私共も、もう少し勉強しなくてはいけないということ
をしみじみ感じました。
　クラブ協議会では、各委員会ごとに年次計画に沿っ
て活動計画について報告させていただき、ガバナーより
親切丁寧なご指導をいただき、今年度のクラブ活動が
有意義で具体的になりました事、感謝申し上げます。そ
の後の例会におきましては、ポリオの現状とお願いにつ
いて卓話をいただき、ロータリーとしての奉仕の心を勉強
させていただきました。
　今回の訪問で指導いただいた事を、白河南ロータリー
の今後の活動に活かしていきたいと考えております。これ
からもお身体に留意され、指導下さいますようお願い申し
上げます。

会津坂下RC会長
猪俣 孝之

　10月29日（木）に佐久間英一ガ
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
分区幹事をお迎えして、会長エレクト
斎藤祐慈君が住職をされている光明寺
においてガバナー公式訪問が行われま
した。
　9 時 30 分、庫裏での会長・幹事

会では、事前の質問事項に沿っての質疑応答後、ガバナーから
の丁寧な指導を頂き、今後のクラブ運営について大変参考となりま
した。10 時 30 分、徒歩 2分の会津坂下町役場に斎藤文英町長
を表敬訪問。10 時 50 分、本堂での記念撮影後、隣接している
例会場「光明寺会館」でクラブ協議会が行われました。本年度
のクラブテーマ「地域に奉仕するロータリー」の下、各委員会の
活動計画を発表し、ガバナーからは一つ一つの委員会に対して的
確に解りやすくアドバイスを頂きました。又、他クラブの取り組みなど
の紹介もあり、今後の委員会活動に大変有意義なクラブ協議会と
なりました。12 時 30 分、開会点鐘、ビジターの出席がある時のみ
歌う「会津坂下ロータリーの歌」を斉唱し例会が始まりました。ガ
バナー卓話では「ポリオの現状とお願い」をテーマに「残り0.1％、
残り2ヶ国のポリオ撲滅に皆さん一緒に参加をお願いします」と、
思いを熱く述べられました。当クラブでは前年同様ペットポトルキャッ
プ回収、ポリオプラス寄付等、より一層の活動をしていく所存です。
　来年4月22（土）には、創立50周年記念式典を開催いたします。
佐久間英一ガバナー、永井久地区幹事におかれましては大変お
忙しい1年だと拝察いたしますが、何卒ご健康に留意されまして、
記念式典にご臨席下さいます様お願い申し上げ、報告といたします。

田島RC会長
渡部 憲一

　10月27日（木）丸山館にて
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、高橋正勝会津分
区幹事を迎えてガバナー公式訪
問を開催しました。
　3時過ぎに会長・幹事でガバ
ナーをお迎えした後、先ずは南

会津町大宅町長のもとへ表敬訪問に伺いました。話し
が盛り上がり、予定よりも随分と時間を費やしてしまった
結果、会長・幹事会の時間を少々短縮することになりま
したが、会長エレクトも参加して実施することが出来まし
た。
　4時 30 分からクラブ協議会を行い、各委員会の活動
について発表し、それについてガバナーよりそれぞれご
指導を頂く形で進めました。特に青少年奉仕に関する取
り組みについては、今年 2月に発足した田島高等学校
IACの育成および支援についてと、クラブ 50 周年に向
けて益々活発な取り組みをするようにご指導賜りました。
また第 2530 地区が目標とするRI 会長賞への取り組み
についても、その取り組みの仕方にアドバイスを頂き、
My ROTARYの登録と活用の重要性についてご指導
を賜りました。
　6時 30 分よりクラブ例会を行い、その後懇親会をさせ
て頂き、各クラブの活動状況など今後の活動に大変参
考となる有意義な情報を沢山いただき、大変有難うござ
いました。
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ガバナー公式訪問

猪苗代RC会長
秦 郁子

　会津分区最後のガバナー訪問と
なった当クラブは、午前 9 時 30 分
から会長・幹事会を開催しました。
クラブのビジョンは、親和と友情を深
める例会を心がけ、ロータリーの金
看板である職業奉仕について学び、
ロータリーの意識を高めため会員の
皆さんと共に例会で学んでおります。

　猪苗代ロータリークラブは、7年前から猪苗代湖水環境改善
のため奉仕活動を続けております。こういった地道な活動を続
けていくことで、ロータリーが地域の方 と々の交流を深めることが
出来ると信じております。例会の活性化の工夫としては、入会
3年以内の方々に会員卓話をお願いして、出席された方々が
一言でも例会の時お話しして頂けるような工夫を考えています。
　会長・幹事会では、佐久間英一ガバナーより町や地域を巻
き込んでロータリーを盛り上げるといった適切なご指導を頂き、
今後の活動に役立てたいと思いました。続いてクラブ協議会が
10 時 45 分から12 時間 30 分まで開催され、各委員長より目標
が発表され、ガバナーより丁寧なご指導を賜りました。12 時 30
分から例会が始まり昼食は和やかな雰囲気でリラックスできまし
た。
　佐久間英一ガバナーのやさしいお人柄を感じ例会を終えるこ
とができ感謝の気持ちでいっぱいになりました。
　その後、表敬訪問のため猪苗代役場に前後町長を訪問し、
猪苗代町の活性化のためのお話を伺い大変充実した一日となり
ました。公式ガバナー訪問は12月まで続くという事なのでお身
体を留意されることをお祈り申し上げます。

須賀川ぼたんRC会長
味戸 雄二郎

　佐久間英一ガバナーには、お元気
でわがクラブへ公式訪問に来ていただ
きました。
　佐久間英一ガバナー、草野好夫県
南分区ガバナー補佐、斎藤正明分区
副幹事同席のもと会長・幹事会、クラ
ブ協議会・例会を開催しました。9時
30 分の会長・幹事会では佐久間ガ

バナーより前もって質問事項をいただき、その質問に答える形でご
指導が進みました。10 時 30 分クラブからの協議会では各委員会
の発表に対しても、それぞれに内容に沿った適切なアドバイスをい
ただきました。
　わがクラブの特徴的な活動を佐久間ガバナーにご報告をさせて
いただきました。わずか 13 名の会員数であり委員会組織は小さい
のですが　多くの社会奉仕、青少年奉仕活動を行っており、特
徴的な「そば打ち体験慰問」として須賀川市内 3か所の特別養
護老人ホームへそば打ち体験を行っております。会員自らが入所
者の前でそばを打ち会員が厨房で打ち立てのそばを茹でて全員
でそばを食べるという魅力のある、やりがいを感じる活動を行って
います。もう一つには市内 3か所の児童養護施設で「須賀川ぼ
たんロータリー文庫」活動を行っており本棚と絵本をプレゼントして
おります、今年は2か所増やして5か所に贈呈をしております。こ
れからも続ける活動とおもっていることを報告させていただきました。
　例会では食事の後に講話をいただきました。佐久間ガバナーの
ポリオやMy ROTARYに対する思いをお聞かせいただきました。
温かみのある佐久間ガバナーに触れることができ、幸せな時間を
過ごせたと感謝いたします。

滝根RC会長
白石 勝敏

　平成 28 年 12 月 6日（火）佐
久間英一ガバナー、眞田規行
県中分区ガバナー補佐、三條
安國地区資金委員長をお迎え
し、公式訪問がおこなわれました。
　当日朝 9 時 30 分より会長・
幹事会を開催し、8項目の質問
事項に対し丁寧にご助言をいた

だきました。当クラブは少人数の為、会員増強は急務で
あること、また会員増強には地域の方 と々の交流を持ち
RC活動を理解してもらうことが大切であること、若い人
が入りやすいやり方の工夫等助言をいただきました。続
いて10 時 30 分よりクラブ協議会が行われ、各委員会
の委員長より各委員会の活動方針にについて発表し、
その後ガバナーからご指導並びに適切なアドバイスをい
ただきました。12 時 10 分より公式訪問例会を開催し、
佐久間ガバナーより「ポリオの現状とお願い」と題する講
話をいただきました。
　ポリオ撲滅にかかわってロータリアンになった人も多い
こと。また団体とは皆が同じ方向を向いて進まなければ
ならないこと。更には広報活動では必ず担当者を決めて
「心にときめく写真」・・・（シャッターチャンスが大事）を地
域の人たちに知ってもらい、そしてＲＣ活動を理解しても
らえば会員増強にもつながりますと話されました。今後と
もご指導よろしくお願い申し上げます。

常葉RC会長
石井 正典

　11月16日（水）常葉町商工会
内例会場において、ガバナー公式
訪問が実施されました。最初に佐
久間ガバナー、ゲストの皆様を交え、
会長・幹事会が行われました。そ
の席で様々なご相談を申し上げまし
たが、親切丁寧にご指導をいただ
きました。中でも「RI 会長賞も視野

に入れて、もっと活動をしては」「老人と青少年を取り込んだ
ロータリー活動をしてみては」など温かいご助言も頂戴いたし
ました。
　クラブ協議会では、特に会員増強・広報委員会から今年
度の増強計画が発表された際は、退会防止も重要であると
おっしゃっておりました。その後広報委員会からは、ロータリー
活動の周知のため新聞等のメディアを活用、クラブ管理運営
委員会からは昨年に引き続き会員増強に努め、例会での活
発な意見交換や、研修旅行などで会員の親睦をより深めたい
との発表がありました。奉仕プロジェクト委員会からは、多様
な活動の計画発表があり、クラブ協議会は終了いたしました。
　昼食終了後、佐久間ガバナーとゲストの皆様を交えて例会
を開催いたしました。その席で佐久間ガバナーよりロータリー
の奉仕の実践、会員増強の実施要領などきめ細かい御指導
を賜り例会は終了いたしました。
　今回のガバナー公式訪問において様 な々ご助言を頂けたこ
とは大変貴重な経験となりました。今後、頂戴いたしました助
言を励みに常葉ロータリークラブの益々の発展に貢献してまい
ります。
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ガバナー公式訪問

石川RC会長
菅野 欣吾

　石川ロータリークラブのガバ
ナー公式訪問は、11月17日（木）
福島石川カントリークラブに於い
て開催されました。佐久間英一
ガバナー、三條安國地区資金
委員会委員長、草野好夫県南
分区ガバナー補佐、佐藤演由
県南分区幹事をお迎えし、会長・

幹事会は午前 9時 30 分より会長幹事、会長エレクトが
参加して行われました。事前にいただいた質問事項に
ついて、助言をいただきました。10 時 30 分からクラブ
協議会を開催し、SAAをはじめ、各委員会委員長より
今年度の事業計画を発表して、アドバイスをいただきまし
た。
　食事の後、公式訪問例会は12 時 30 分より始まり、
佐久間ガバナーの卓話は「ポリオ撲滅への挑戦」の意
義について話されました。石川RCが行っています「ペッ
トボトルエコキャップ回収」では、きららクリーンセンター、
石川小学校をはじめ、各地区の婦人会等の協力を得ま
して年間２トン以上を回収していますが、エコキャップを
回収することの目的と結果を協力団体に報告することに
よって、人道的奉仕、公共イメージと認知度の向上にな
ると思いました。

白河西RC会長
成井 正之

　佐久間英一ガバナーの県南
分区最終クラブ公式訪問が、12
月8日、我が白河西ロータリーク
ラブでありました。大内長久地区
副幹事と草野好夫ガバナー補佐
の3名にて、9時 30分の会長・
幹事会では、ガバナーからRI
の流れやRI 会長賞のチャレンジ

等々、細やかなご教授とご指導を頂きました。10 時 30
分から行われたクラブ協議会では、委員会毎に計画の
発表がありましたが、年次計画の主要な事業の70％を
消化しております。各委員からは事業計画遂行の検証と
反省の報告に対してガバナーから、今後の指向が示さ
れました。My ROTARY への登録状況については、
ガバナー来訪前に96％（約 100％ PC無）に達したこと
を報告することができました。
　12 時 30 分からのクラブ公式訪問例会では、佐藤演
由分区幹事も出席され、10 名の永年在籍 30 年と2名
の 30 年皆出席の表彰を佐久間ガバナーから直々に行っ
て頂き、クラブの記念品を添えて、栄誉ある表彰者をお
一人お一人祝って頂きました。例会卓話では、佐久間
英一ガバナーのライフワークでもあり、使命とするポリオ撲
滅とロータリーの関わりについてお話しいただきました。
　佐久間英一ガバナーのご指導を糧として、残り半年を
クラブの邁進に努力して参ります。

本宮RC会長
丸山 京男

　去る12月2日（金）、佐久間
英一ガバナーをお迎えいたしまし
た。早朝より市役所においで頂
き、高松市長を表敬訪問、そし
てインターアクトクラブ本宮高校訪
問いたしました。例会場である
オーヴに永井久地区幹事、眞田
規行ガバナー補佐、先崎温容

幹事が同行されました。
　会長・幹事との懇談会またクラブ協議会では、様々
な視点でのご指導をいただきました。特に次期リーダー
の問題、会員増強に関することについては、的確で分
かり易い言葉でアドバイスを頂き大変勉強になりました。
　その後の例会のスピーチでは、ポリオ撲滅の卓話をい
ただきました。
　あと7カ月お身体に留意され、ご活躍されますよう会
員一同お祈り申し上げます。
ありがとうございました。

須賀川南RC会長
大髙 祐治

　2016－17 年度、須賀川南 RC
ガバナー公式訪問が、11月24
日（木）に佐久間英一ガバナー、
大内長久地区副幹事、草野好
夫県南分区ガバナー補佐、佐藤
演由分区幹事をお迎えして当クラ
ブ例会会場で開催されました。
　まず、午前 10 時からの会長・

幹事会では、事前の質問事項をもとに質疑応答が行わ
れ、16 年度規定審議会で採択された例会回数減、職
業分類や入会金廃止等の対応には、クラブの柔軟性、
自主性で活性化することなど、それぞれの問題点に適切
なご指導を頂きました。次に、11 時からのクラブ協議会
では、各委員長の活動計画の発表があり、委員会に向
けガバナーよりわかりやすい言葉でご指導を頂きました。
　引き続き12 時 30 分からの例会では、ガバナーよりポリ
オの現状や撲滅の卓話があり、その情熱を込めてお話し
いただいた内容に会員一同感銘を受けました。佐久間ガ
バナーには、常々人柄のにじみ出た温かい言葉でご指導
いただき、会員一同感謝申し上げます。今後とも体調に
は十分留意され、ご活躍を祈念いたします。
　さて本年度当クラブでは創立 30 周年を迎えます。それ
に伴い、周年事業や式典（平成 29 年 5月13日）を予
定しております。佐久間ガバナーをはじめ地区の皆様、
分区の皆様には多大なるご協力を仰ぐことになるかと思い
ます。皆様方のお力添えで周年事業を成功させるべく、
本年度はより一層の結束を強めてまいりたいと思います。



　11月23日（祝）、郡山市芳賀地域公民館で、
米山記念奨学生の体験発表会が開催されました。
ご来賓の武田和夫米山記念奨学会常任理事から
ご挨拶をいただいた後、セッションⅠ「奨学生体験発
表会」では約 90 分にわたり、奨学生からの発表が
ありました。
　セッションⅡでは、奨学生がそれぞれの故国の料
理を作り、参加者に振る舞いました。金福漢米山親
善大使による折り紙講習などもあり、ロータリーアンと
奨学生の交流が深まったたいへん意義のある一日と
なりました。
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ガバナー公式訪問

船引RC会長
本田 金光

　12 月 7日、ガバナー公式訪問
を前に佐久間英一ガバナー、永
井久地区幹事、眞田規行県中
分区ガバナー補佐、先崎温容県
中分区幹事、石井正典常葉ＲＣ
会長、望月隆司常葉ＲＣ幹事と
ご一緒に田村市長冨塚宥　様を
表敬訪問しました。ガバナーのご

出身が隣町という事で和やかな会談でした。次に、船引
中学校に宗像静夫校長を表敬訪問し、インターアクトクラ
ブでお世話になっていることから、御礼と感謝の気持ちを
お伝えしました。
　9 時 40 分から迎賓館辰巳屋に於いての会長・幹事
会では、当クラブについて説明させて頂きました。RI 会
長賞、My ROTARY の登録状況、財団への寄付につ
いて的確なご指導、アドバイスをいただきました。続いてク
ラブ協議会では、各委員会の委員長、委員より今年度
の活動計画の発表があり、ガバナーより各委員会ごとに、
わかりやすいご説明とご指導を頂き有難うございました。
　12時30分からの例会では、佐久間ガバナーよりRIテー
マ「人類に奉仕するロータリー」やポリオ撲滅について熱
意あるお話を頂きました。長時
間に渡りご指導をいただき厚く
御礼申し上げます。最後になり
ますが、佐久間英一ガバナー
のご健勝とご活躍を心よりお祈
り申し上げます。

三春RC会長
橋本 紀子

　12 月15日（木）、この日が第
2530 地区佐久間ガバナー公式訪
問の最終日となりました。
　まず9時 40 分に、インターアクト
クラブのある田村高等学校を佐久
間ガバナー、ガバナー補佐、分区
幹事総勢 8名で表敬訪問致しまし
た。ガバナーは、何年か前に田村

高等学校のJRCの女生徒が郡山駅前で人命救助をして、
表彰された新聞記事を覚えていてその事を話されますと、教
頭先生やインターアクト担当の先生も大変驚かれ喜ばれまし
た。若いうちから奉仕というものを学ぶ機会に恵まれるという
事は、いかに素晴らしい事かを参加者一同実感致しました。
　引き続き、会長・幹事会では今まで訪問されてきた65ク
ラブのいろいろ素晴らしい所や斬新な取り組み等を話して下
さり、他のクラブを見て自分達のクラブの姿が見えてきました。
それらをこれからのクラブ運営に生かしていきたいと思いまし
た。11 時よりクラブ協議会では各クラブ委員長が活動計画
を読み上げ、それに対して丁寧にご指導下さり大変参考に
なりました。今年度の地区目標“全クラブRI 会長賞挑戦”
を掲げられている佐久間ガバナーのホストクラブとして、必ず
達成したい思いで、クラブ協議会に熱が入りました。クラブ
として、いろいろな取り組み方や考え方もアドバイス頂きました。
又スピーチではポリオ撲滅に対するガバナーの熱い思いが聞
けてロータリーの素晴らしさを再確認いたしました。ガバナー
66クラブ訪問本当にお疲れ様でした。残る任期半分をご健
康に気をつけて全うして下さい。

小野RC会長
遠藤 信一

　12月14日（木）、午後 3 時から佐
久間英一ガバナー、眞田規行県中分
区ガバナー補佐、先崎温容分区幹事
をお迎えして公式訪問がありました。
　お迎えするまでは、緊張感いっぱい
でお待ちしていましたが、ガバナーが
入室されるときの笑顔を拝見し、その
気持ちもどこかに吹っ飛んでいたような

気がします。
　休む間もなく会長・幹事会が始まり、事前に送付された質問用
紙に対し回答、他クラブの事例など紹介いただきながら、ロータリー
活動のあり方について丁寧にご説明いただきました。午後 4時か
ら20分間、一時会場を離れ、大和田昭小野町長を表敬訪問し、
ガバナーから、ロータリー奉仕活動について、大和田小野町長か
らは最近行われた沖縄八重山高校の生徒と地元小野高校の生
徒との交流などについて懇談しました。会場に戻り午後 4時半か
ら6時 20 分までクラブ協議会を行い、年次計画書に基づき各委
員会委員長より活動方針の説明を行い、RI 会長賞への挑戦、
戦略ビジョンづくり等貴重なご指導ご意見をいただきました。
　クラブ例会席上の卓話では、ポリオ撲滅にロータリーが如何に
かかわってきたか、2年前の新聞に掲載され、大事に保管してい
た記事を資料として説明いただくなど、ガバナーの並 な々らぬ思い
に会員一同感銘を受け、エコキャップ収集活動を更に推進するこ
とを確認しました。結びに今後も会員一丸となって当クラブの活動
向上に努めて参りますので、ガバナーにはお身体を大切になされ、
第 2530 地区発展のためにご活躍いただきますようご祈念いたしま
す。

永井 久地区幹事（三春RC）

国際ロータリー第2530地区
米山記念奨学会学友会
2016-17 年度奨学生体験発表会
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　11月27日（日）午後より、郡山ビッグアイ市民プラザ７階大会議室を会場に、ロータリー財団研修会が開催された。
佐久間英一ガバナーのご挨拶の後、佐藤信博ロータリー財団副委員長の司会により研修会が下記の通り進められた。
１． 2015-16 年度　財団寄付クラブバナー表彰
郡山西北ＲＣ、福島中央ＲＣ、いわき桜ＲＣ等該当２３クラブが表彰を受けた。

２． 地区ロータリー財団委員会より（橋本芳家地区ロータリー財団委員長）
①現在、地区臨時補助金（約 170 万円）の申請を受けつけているが、11月26日時点では1クラブが申請してい
るだけである、12月19日が締切日となっているので、奮ってご応募いただきたい。（尚、今年度既に補助金の申
請が認められたクラブは対象外となります。）12月19日締め切り、1月15日に決定の予定である。
②寄付額０クラブ撲滅について
昨年度、手続き上のトラブルで寄付額０クラブが２クラブとなってしまった。いずれも早めにわかっていれば対応策
をアドバイスすることが可能であった。そこで、今年度からはＲＩへの送金を５月中に徹底していただきたい。

３． 地区補助金について（矢田部錦四郎地区補助金委員会委員長）
各クラブでは、次年度の役員が決まっていない時点で次年度の事業計画を立てることの難しさは理解しているが、
下記のスケジュールで補助金申請をお願いしたい。（1クラブ 1プロジェクト）
①覚書（ＭＯＵ）の提出期限：12月31日
②事業計画書の作成・補助金申請：1月1日～ 3月31日

４． 資金推進について（青木謙二地区資金推進委員会委員長）
①各クラブの会長及びロータリー財団委員長には、寄付額０会員がなくなるようご理解とご協力をお願いしたい。
②もうすぐメジャードナーとなられる会員のお名前がクラブ毎に発表された。さらなるご協力をお願いしていただきたい。

５．ロータリー奨学生について（右近八郎地区学友委員会委員）
今年度の地区補助金奨学生には３名の申し込みを受けている。最終面接は1月15日の予定である。次年度も9
月1日～ 10月31日で奨学生の受付を行う予定となるので、ご推薦をお願い致します。ちなみに、今年度もグロー
バル補助金を利用した奨学生の派遣はできなかった。

６．財団資金管理について（早川敬介地区財団資金管理委員会委員長）
申請書類はガバナー事務所のＨＰ上に最新版がアップされているので、ダウンロードして作成するようにとの指導があった。
また、次年度からは補助金の申請額をドル建てに変更する旨の連絡があった。

７．グローバル補助金について（早川敬介地区資金管理委員会委員長）
当地区ではグローバル補助金を活用した事業として、現在進行中のものを含めて２つの事業がある。
① 郡山アーバンＲＣ「台湾南投県仁愛郷中村の簡易水道システム改善計画」
②郡山北ＲＣ「福島大学農学・放射能汚染対策専門スタッフと住民組織との共同活動により農地除染後の土作り対
策（仮）」
具体的な事例紹介や上記②についての経過報告等が行われた。質疑応答の際にも話題となったのが、支援国側
としてプロジェクトへ参加するのと比べて、実施国側としてプロジェクトを立ち上げるのは、時間的な問題だけでなく
解決しなければならない問題が山積していることを痛感した。
最後に佐久間ガバナーからは、海外に友好クラブを持っていたり、海外のＲＣと交流があるクラブは、支援国側とし
てプロジェクトを計画してほしい旨の総評があり、研修会終了となった。

　いわき平東ロータリークラブでは、「心つないで50 年　感謝と
挑戦」をテーマに、本年度創立５０周年を迎えます。記念事業と
して2つの事業を計画しました。一つ目はハード（もの）事業、
二つ目はソフト（こころ）事業です。ハード事業は、2016 年 3月
30日に、いわき駅北口交通広場のオープニングにあわせ電波時
計の寄贈を行いました。現在いわき駅を乗降の皆様にご利用い
ただいております。ソフト事業は、2016 年 11月10日に、いわき
芸術文化交流館アリオスにおいて、劇団四季ミュージカル「ウェ
ストサイト物語」を㈱テレビユー福島との共催で、いわき市内の中
学、高校（中学生は親子ペア）に通う生徒ら計 346 名を招待し開催いたしました。
　開催に先立ち8月31日まで観劇希望者を募ったところ400 名を超える応募があり、9月7日（水）いわき平東ロータリー
クラブ例会時に抽選会を開催しました。厳正なる抽選の結果、345名を決定しました。本事業は、生の舞台（ミュージカル）
を観劇することにより、被災地域の青少年の心のケア及び教育的支援につながるだけではなく、地域に上質な舞台芸術
を提供することにより、いわき・相双地区の文化の復興を振興に寄与する事業です。開催当日はいわき平東 RC遠藤浩
会長はじめ約 40 名余りの会員が受付・案内・誘導の担当に分かれ招待者を迎えました。ご来賓としていわき市長清水
敏男様、いわき市教育委員会、またロータリー関係者として酒井善盛直前ガバナーをはじめ役員の皆様にご来場いただき
ました。18 時 30 分にミュージカルは開演され休憩をはさんで2時間 40 分という上演時間でしたが、迫力ある舞台に圧倒
され、あっという間に終演時間となりました。いわき平東 RCの会員は少し早めに出口に集合し、ご来場いただきました皆
様をお見送りしました。お見送りしながらご来場者のお顔を拝見すると皆にこやかで楽しんでいただいたのが分かりました。
また「大変良かったです、ありがとうございました」とのありがたい言葉も多くいただきました。企画から約一年がかりの事
業でしたが、無事終了することができました。ミュージカル事業は地区復興補助金を活用させていただいた事業です。地
区のご支援誠にありがとうございました。
　また2017 年 4月15日（土）には、創立 50 周年記念式典が行われる予定です。

劇団四季ミュージカル
「ウェストサイド物語」を開催

創立 50 周年記念実行委員会 副事務局長
篠原 福一 （いわき平東RC）

ロータリー財団委員会 補助金委員会委員
佐藤 日出夫 （喜多方RC）

ロータリー財団研修会報告周年記念事業報告
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ガバナーエレクト国際協議会歓送会報告 ハイライトよねやま200・新会員紹介

新会員紹介

　10月までの寄付金は、前年同期と比べて9.4％減 （普通寄付金 1.2％増、特別寄付金 16.0％減）、約 5,400 万円の減
少となりました。前年 10月に3,000 万円の高額寄付があったため、前年度と較べると大幅な減少となっています。今年の
米山月間には、ロータリー会員以外の方から500 万円のご寄付をいただいたほか、全国の会員の皆さまや国内外の米山
学友など、多くの方からご寄付を頂戴いたしました。心より厚く御礼申し上げます。上期も残り2カ月を切りましたが、今後
ともよろしくお願いいたします。 

【寄付金速報 ― 米山月間のご支援に感謝いたします ―】

10月4日、ネパール学友会が設立総会以来、また大地震後初めてとなる
年次総会を開催し、学友 13 人とその家族 3人の計 16 人が出席しました。 
総会では、活動報告、収支報告、会長のスレス・ダス・シュレスタさん
（1994-96 ／大阪阪南ＲＣ／ 2015-16 年度カトマンズＲＣ会長）のスピーチな
どが行われました。2015 年 4月に発生したネパール大地震被災者への支
援活動として、学友会ではすでに、日本全国の地区・クラブ・ロータリアン
個人、米山奨学生・学友から寄せられた義援金をもとに、被災学生 24 人
への奨学金支給を行っていますが、今後は、被災した2つの村へ農業支
援を実施する計画が報告されました。

【ネパール学友会が大地震後初の総会を開催】

【写真を大募集しています！ ― 財団設立 50周年記念誌 ―】

【第 2680地区学友会がスリランカ学友会と交流】

【 “米山”がテーマのＩＭ、沖縄で開催 ― 第 2580地区 ―】

8月
新会員

県北第一分区 二本松ＲＣ

石黒　隆之
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

8月31日
通信情報システム
㈲電通システム

　2016年12月4日（日）にサンルート白河に於いて、佐久間英一ガバナー
事務所が主幹で、酒井善盛直前ガバナーご夫妻、佐原元パストガバナー
ご夫妻はじめ数多くのパストガバナーご夫妻ご臨席のもと、各分区ガバナ
－補佐、地区役員、各委員長、次期各分区ガバナー補佐予定者、各
分区幹事予定者、県南分区の9クラブの会長、幹事そして地元白河ロー
タリークラブの会員の方々総勢 140 名の参加を頂き、式典が開催されま
した。午後 4時、佐久間英一ガバナーによります開会点鐘のあと、全
員による国家斉唱、ロ－タリ－ソングに続いて、佐久間英一ガバナーから
歓送の言葉がありました。次に鈴木邦典ガバナーエレクトに餞別の贈呈
があり、ガバナー夫人公子様からガバナーエレクト夫人啓子様に花束の贈呈がありました。ここで鈴木邦典ガバナーエレク
トから皆様に、御礼の言葉と、来月の15日からアメリカ・サンディエゴで開催される国際協議会で十分研修を積み、地
区の皆様に還元したいとの決意表明がありました。その後祝宴に移り、アトラクションでは県立塙工業高等学校の和太鼓
部の演奏が会場全体に響き渡り、参加者の皆様に素晴らしい感動を与えてくれました。乾杯は味戸道雄パストガバナーに
お願いし、楽しい歓送会にすることができました。ご参加の皆様本当にありがとうございました。

次期地区幹事
草野 好夫（白河RC）
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新会員紹介・物故者案内 11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

田村　宏
（享年59歳）

県北第二分区 飯坂ＲＣ
2016 年 11月28日ご逝去
入　会：2007 年 9月入会
ロータリー歴：12 年

県北第二分区 飯坂ＲＣ

紺野　容樹
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月10日
白土製造
丸中白土㈱

いわき分区 いわき常磐ＲＣ

近藤　誠二
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月1日
地方銀行
常陽銀行㈱湯本支店

相双分区 原町ＲＣ

増田　政彦
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月17日
コンサルタント業
ますだ法務総合事務所

相双分区 南相馬ＲＣ

青田　真
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月1日
自動車販売
㈱アオタカーサービス

いわき分区 いわき勿来ＲＣ

佐藤　智子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月19日
信用金庫管理業
ひまわり信用金庫 植田支店

いわき分区 いわき平中ＲＣ

バットチャンビザヤ マルク
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月11日
貿易
ブライトフューチャー㈱

分区 福島南ＲＣ

澤田　幸浩
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月2日
旅行代理業
㈱近畿ツーリスト東北 福島支店

会津分区 会津若松西ＲＣ

大堀　英人
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月17日
コンピュータ配布
パソサポAIZU WAKAMATU

中央分区 郡山南ＲＣ

黒羽　望
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

11月10日
旅行業
㈱報徳観光バス

11月
新会員
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	ガバナー1月8-9
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