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佐久間英一ガバナー インドでポリオワクチン投与活動プログラムに参加
　佐久間英一ガバナーは、1月27日から1月31日までポリ
オワクチン投与活動プログラム参加のためインド（デリー）を
訪れました。第 2530
地区からは、初瀬照
夫会員（郡山 RC）
も参加しました。



ガバナーメッセージ

　いよいよ３月です。立春以来の陽気が進み、万物が長い
冬の休息から目覚めて生命の活動を開始する時期を迎えた
のです。会員の皆さん、「RI会長賞への挑戦」もラストスパー
トの時期になってまいりました。よろしくお願いいたします。
　さて今月は「水と衛生月間」です。
　世界中には、安全な水を得られない人々が 7 億 6,800
万人います。世界の人口の5分の 2 近くの人々が衛生的
なトイレを使うことができない現状です。また水を介して感染
する病気、これは特に5歳未満の子供の死亡率を上げる
大きな要因の一つになっています。このような中でロータリア
ンは、世界中の人々が、安全な水を利用し、適切な衛生
施設を使えるように、「水と衛生」の分野で奉仕活動を行っ
ています。6つの重点分野の中で、ロータリアンが取り組む
活動として最も多いのが、「水と衛生」の分野であり、主に
次のような活動が実施されています。
・地域社会における安全な水の公平な提供、衛生設備
や衛生状況改善。
・持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金調達、維
持管理を地域社会が自ら行っていくための能力向上。

・水と衛生に関連した仕事で活躍していく事を目指す専
門職業人のための奨学支援。

　具体的には「水の供給と配水（例：雨水を農業用水に
利用、貯水、井戸など）」「水質の改善（浄水）」「衛生
教育の提供」「廃棄物管理の改善」「学校や
地域社会での水供給、衛生環境の改善」など
幅広く取り組んでいます。（My ROTARYから
抜粋）
　第 2530 地区の「水」の関連活動状況の一

部をご紹介します。
・2001 年の国土交通省の発表よりますと、阿武隈川は、
東北地方の26の一級河川の中で汚染ワースト１位でし
た。このため2003 年には、流域の36のロータリークラ
ブが参加して「あぶくま清流協議会」を発足させ、様々
な研修活動を実施しております。また「あぶくま清流協
議会」発行の会報によりますと、昔は白河地方までサ
ケやマスが遡上していたとのこと。また本宮市の史記に
は、阿武隈川には、明治40年（1907年）ごろは、ウナギ、
アユ、サケ、マスなど、豊富な魚類が生息していた様
子がうかがえると記されております。
・猪苗代湖水質評価は、2006 年以降は従来の日本一
からランク外になり、それ以後当地区ロータリークラブで
は、水草除去作業を実施してきております。現在この
活動は、特定非営利法人「輝く猪苗代湖をつくる県民
会議」に移管され、ロータリーも協力する形で活動して
おります。
・石川ロータリークラブでは、「アースデー」と称して、
2005 年頃から地域の小学生と一緒に、石川町内の河
川の上流と下流の河川汚染の状況調査を実施し、水
質保全の大切さを学ぶ一方、きれいな水で「芋煮会」
などを実施し、ふれあいを通じて素晴らしい活動を行っ
ており、現在も続いております。

　皆様には、今後も引き続き「水と衛生」に関わる活動を
よろしくお願いいたします。
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■決議案、制定案の提出期限について
　2017 年決議審議会（オンライン）へ提出する決議案は 2017 年 6 月 30日まで、2019 年規定審議会へ提出
する制定案は 2017 年 12 月 31日までが提出期限となります。
提案されるクラブは、それぞれ下記の期日までにガバナー事務所に申し出てください。
2017 年決議審議会への決議案：2017 年 3 月31日まで
2019 年規定審議会への制定案：2017 年 6 月30日まで
※なお、詳細についてははガバナー月信 10 月号 3 ページをご覧ください。

■県北第一分区からロータリー財団 100 周年特別寄付
　2月12日に開催された県北第一分区ＩＭの際に、参加者１３５名から「ロータリー財団 100 周年記念特別寄付」
をいただきました。第 2530 地区としてロータリー財団に寄付いたします。誠にありがとうございました。
総額：71,665 円　参加者：135 名（福島ＲＣ：35 名、二本松ＲＣ：14 名、福島南ＲＣ：20 名、福島西ＲＣ：13 名、
福島中央ＲＣ：34 名、二本松あだたらＲＣ：11 名、福島 21ＲＣ：8 名）

■水と衛生月間

氏　名 大　学 専　攻 世話クラブ国　名性別No 課程 学年奨学期間
シュウ アブサロム
エン ウ （閆 宇）

トラン チイ フォン

グエン テイ ホン クエン

スウェ スウェ アウン
カラル ビカシュ
テイ イ （丁 偉）
レ テイ イエン
ドー ティー ハン ホア
グエン ティー シエム
レイゾオウイ （雷 哲宇）

会津大学
会津大学

郡山情報ビジネス
公務員専門学校

郡山情報ビジネス
公務員専門学校

東日本国際大学
東日本国際大学
福島大学
福島大学
福島大学
福島大学
日本大学

カメルーン
中国

ベトナム

ベトナム

ミャンマー
ネパール
中国
ベトナム
ベトナム
ベトナム
中国

修士
博士

専修

専修

学部
学部
修士
学部
学部
学部
学部

情報技術・プロジェクトマネジメント
コンピュータ・情報システム学

会計ビジネス

オフィスビジネス

経済経営
経済経営
地域文化創造
産業システム工学
産業システム工学
企業経営専攻
建築学科

喜多方ＲＣ
会津若松中央ＲＣ

郡山北ＲＣ

須賀川ＲＣ

いわき平中央ＲＣ
いわき桜ＲＣ
相馬ＲＣ
福島中央ＲＣ
福島西ＲＣ
二本松ＲＣ
三春ＲＣ

男
女

女

女

女
男
男
女
女
女
男

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

■国際ロータリー第 2530 地区　2017 学年度米山記念奨学生

■2017-18年度の米山記念奨学生、ロータリー財団奨学生、
　青少年交換プログラム派遣候補学生が決定しました。

1 年
１年

１年

１年

２年
１年
１年
１年
１年
１年
１年

2年
3年

2年

2年

3年
3年
2年
4年
4年
4年
4年

氏　名 大　学 留学予定先 推薦クラブ学　部性別No 学年
西牧　亮
髙野清美

駒澤大学
創価大学

GMS学部
文学部

学　科
GM学科 
人間学科 

サンノゼ州立大学（米）
Sussex University（英）

いわき平中央ＲＣ
三春ＲＣ

男
女

1
2

■国際ロータリー第 2530 地区　ロータリー財団 2017-18 年度地区奨学生

2 年
4 年

氏　名 大　学 留 学 先 スポンサークラブ性別No 学年
鶴岡　涼 福島県立盲学校 フィリピン 矢吹ＲＣ男1

■国際ロータリー第 2530 地区　2017-18 年度青少年交換プログラム派遣候補学生

2 年

セキ ヒユキ（石水潔）
ブン ブシュハ
リン シカイ（林子凱）
チャン ファンユウ（張芳宇）
チャン グエット ティビック

会津大学
東日本国際大学
日本大学
福島県立医科大学
福島大学

中国
ネパール
中国
台湾
ベトナム

修士
学部
学部
医博
学部

会津若松ＲＣ
富岡ＲＣ
郡山西北ＲＣ
福島南ＲＣ
福島しんたつＲＣ

女
女
男
女
女

継続
継続
継続
継続
継続

期間：２０１７／９／３０まで  
期間：２０１８／３／３１まで  
期間：２０１８／３／３１まで  
期間：２０１８／３／３１まで  
期間：２０１８／３／３１まで  
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地区研修委員会副委員長
小沼 俊介（会津若松RC）

■ 研修委員会報告
今般は、研修委員会全員が出席し、活発な意見交換が行われた。
① 規定審議会に於ける今年度の改訂についての対応と地区組織
② 地区委員のあり方について
③ その他
　今年度 RI 規定審議会に於いて大幅にクラブの自主性が認められ、特に職業分類、例会の回数等々、クラ
ブの裁量に委ねられる大きな改訂も含まれました。これは、RI に於ける経済的な問題もありますが、各クラブが自
主性を最大限活用し、自助努力により、クラブ活性化を計ることも期待されての事だろうと理解していますが、今
後各クラブが、今回の改訂を踏まえどのように変化していくのか、又その可能性について話し合いが行われました。
内容としては、例会の回数を減らしたクラブがあるようですが、地区内何クラブがあるのか、そしてそのメリット・
デメリットはどうなのか。
　職業分類については、各クラブに於いて新会員獲得に益々格差が拡がる可能性が、増大することも心配され
るのではなかろうか。そうしたことを阻止する手立てについてはどうするのか。例えば、最近問題になっている貧
困問題に取り組むクラブがあったとして、地区とはどの様に対応するのか、又クラブの活動が、その地区に於い
て独自の活動を展開しようとした場合に、地区は対応出来るのだろうか。議論の中で種々の問題が提起され、
今年度クラブ定款が改訂され、RI に於いても大きく舵を切っていく中で、地区の組織自体も対応できる改訂の必
要があるのではないだろうかという話合いがおこなわれました。（組織の横の繋がり、実践に対応できる組織）

　続いて、地区委員会の在り方についての議論がありました。
地区委員は、担当する委員会に於いてオーソリティであるべきではないだろうか。各クラブの委員会活動に於ける疑問
点、困難な問題に直面した場合に適切なアドバイスをしてあげる、他の事例を紹介してあげる等々、各クラブの活性
化の為に助力してあげることが必要である。その為に委員会自体が他の地区、PGとの勉強会等 を々開催していくこと、
各クラブでの委員会との連携を密にし、クラブの活性化に最大の寄与をしていくべきではなかろうか等の話し合いが行
われた。その他ガバナーノミニー、地区委員選出の問題も話題として上り、時間一杯一杯を費し終了した。

クラブ奉仕委員会委員長
笠原 宏男（本宮RC）

■ クラブ奉仕委員会報告
　本年度前半のセミナ－ （28年 8月20日・郡山市にて実施）では地区内から170名の会員が参加して開催されました。
先ず、当委員会担当相談役の渡邉公平パストガバナ－より「会員増強の根幹」、「2016 年の規定審議会において方
向性が示されたクラブ運営の大幅な柔軟性」の二点を中心に基調講演として伺いました。続いて箭内一典会員増強
委員長より、新年度現在の会員数等の現況報告や会員増強に向けての抱負等が話されました。セミナ－後半では地
区内の 5 つのクラブ（福島南・いわき勿来・矢吹・郡山南・会津若松中央）の代表の方 よ々り、会員増強や例会
運営等に関して成果やクラブの現況、ご苦労されたことがら等について報告を頂きました。
　本年度後半のセミナ－では、参加者が一人ひとりが自由に発言して頂けるようにグル－プ別にわかれて、討議や意見
交換を主とした形式をとりたいと考えております。テ－ブル毎にテ－マを例会運営・会員増強・退会防止・食事等と定
めてお互いにロ－タリ－を理解しあえる機会としたいと思います。詳細につきましては２月１１日に開催致します、クラブ奉
仕委員会おいて検討し決定し、３月上旬には各クラブの皆様にはご案内を差し上げたいと企画致しております。

日　時：平成 29 年 4月23日（日）12 時～15 時 30 分
12 時から昼食をとり、13 時頃から始めます。

登録料：お一人 1,000 円

会　場：福島市奥飯坂「匠のこころ 吉川屋」

参加者：各クラブより2名の参加をお願い致します。
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職業奉仕委員会委員長
比佐 臣一（いわき小名浜RC）

■ 職業奉仕委員会報告

【前期の成果と反省】
　当委員会の協議に基づき、第１回職業奉仕委員会セミナーを、平成 28 年 11 月 3日、郡山ユラックス熱海の大会
議室において開催した。参加者は160 名。講師はＲＩ第 2830 地区パストガバナー・超我の奉仕賞受賞者で、弘前アッ
プルロータリークラブ所属の関場慶博先生にお願いした。テーマは『我らの職業奉仕、今だからこそ』。RI における
職業奉仕の歴史を回顧し、現在に至る経過を学び、職業奉仕についての理解を深め、大きな感動を与えた名講演であっ
た。
　上半期を顧みたとき、そもそも職業奉仕とはどういうことなのかという、基本的な理解が浸透せず、各クラブにおいても、
本来の職業奉仕から外れた事業を行っていることが散見されるので、この際、年 2 回の地区全体が一堂に会するセミ
ナーの充実を図ると共に、地区内 8 分区の各クラブに地区職業奉仕委員会のメンバーが直接出向いて、分かりやす
い資料を用意し、各会員に配布した上で、卓話として職業奉仕の本質を語り、理解を深めてもらい、職業奉仕の重
要性を力説することを計画し、平成 29 年 1月21日の後期地区委員会総会の壇上から、最寄りの当委員会委員に対
し例会に於ける卓話の機会を与えてくれることを懇請した。

【後期の事業計画】

社会奉仕委員会委員長
伊藤 治（郡山南RC）

■ 社会奉仕委員会報告
環境保全委員会
1. 水草回収作業
　今年度は10月1日から11月6日まで、企業単独実施日１回を含め、合計 13回の作業を行いました。参加者数は、ロータリー会員
444 名 /50クラブ、インターアクト74 名 /4クラブ、ローターアクト4名 /1クラブ（RC関係合計 522 名）を含む、合計 1,991 名です。
回収コンテナ数 6,260 個、239㎥を回収。1回あたりの回収量は史上最高の18.4㎥、1回あたりの参加人数は153 名で昨年の137
名をはるかに上回りました。10月15日の946個は史上最高の数量です。7年間で11,836名の参加、累積回収量は1,233㎥になりました。
2. エコキャップ回収事業中間報告
　2016-17 年度はエコキャップの回収を地区でまとめる方針に変更いたしました。この変更によりエコキャップの活動がロータリーのポリオ
プラスに確実に結びつき、地区として寄付できるようになります。また10月22日に郡山ユラックス熱海で開催した社会奉仕セミナーにお
いて、キャップの回収を行った所、21のクラブにご協力いただき、総量 1,362kgものキャップが集まり、27,240 円の寄付金となりました。
（以下協力クラブ）会津若松 RC、飯坂 RC、いわき平中央 RC、いわき平東 RC、いわき小名浜 RCいわき平 RC、いわき勿来 RC、
いわき桜 RC、猪苗代 RC、小野 RC郡山南 RC、郡山東 RC、郡山西 RC、相馬 RC、滝根 RC、福島しんたつRC, 福島 21RC、
原町中央RC、南相馬RC、三春RC、喜多方RC。また現時点での回収実績としましては、上記の社会奉仕セミナーでの回収以外に、
三春RC、郡山南 RC、会津坂下 RCのご協力により44,540 円集まり、合計で71,780 円の寄付金となっております。地区からのポリオ
プラス寄付金にこれらを併せて寄付する予定です。なお、5月21日に白河で開催される地区研修協議会おいてもキャップの回収を行う
予定です。
地域社会奉仕委員会
①平成 28 年 10月22日
　郡山ユラックス熱海において地区社会奉仕委員会セミナーを開催し、船引RCからの提案で、映画「物置のピアノ」の上映をしました。
出席者 120 名に見て頂きました。内容は東日本大震災から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。
②AED講習会を開催
　同日猪苗代RCの提案で阿部循環器科・内科クリニックの阿部院長先生からAEDの操作方法、人口呼吸、救命救急法のセミナー
を受講しました。受講したことで会員の皆様が実際にAEDを使える事と、知識を得る事が出来ました。また、会員の皆様でAEDを
設置しておられる事業所があればお知らせください。
※地区運営（戦略＆IT）委員会との合同事業
　東日本大震災、東電事故発生以来 5年間にわたり、国内はもとより世界各国からの多くの支援を受けてきました。この支援に感謝
の意を表するとともに、その浄財をどのように使わせていただいたかを、牧公介 PGに英語翻訳の労をお願いし、地区運営（戦略＆
IT）委員会の協力を得ながら近日中に地区ホームページ上で掲載する予定です。

職業奉仕委員会委員長
副 委 員 長
職業倫理委員会委員長
委 員
職業情報委員会委員長
委 員

: 比佐臣一
: 山田稔
:田久昌次郎　
: 佐藤正・加藤昌幸・猪股純一
: 林克重
: 米山宏志・上村直人

事業計画
平成 29 年 3月18日
13 時 30 分開会

後期末まで、随時。

時　期
講 師 : 福西宣孝前地区職業奉仕委員長
場 所 : 郡山ユラックス熱海　大会議室
職業奉仕の理念を熱く語り、
その重要性を力説する。
予備費

時　期

100,000 円

70,000 円

59,298 円

予　算

第２回職業奉仕セミナー

地区内各クラブの例会に出席し、
卓話を実施
その他

1

2

3
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国際奉仕委員会委員長
挽野 喜孝（郡山安積RC）

■ 審議、検討事項
1. 前期、地区内クラブの国際奉仕、交流、活動状況
　年度始めの計画に、国際交流（奉仕）の切っ掛け作りの為に財団奨学生、米山奨学生、米山学友会等をクラ
ブ例会に招きました。卓話を聴き、異国の状況を捕らえ、交流に繋げてみようと提唱したところ、多数のクラブが取り
入れ、卓話例会が実施された。其の効果の現れか、地区内数クラブが友好、姉妹クラブの交流に発展している旨
の情報が入って居り、好結果に推移している。
2. 地区内クラブからの要望
　国際奉仕（交流）を実践するに当たり、自クラブ内財源では無理があり、財源確保について委員会セミナーを開催、
補助金の内容、申請方法、資金使途報告などを実践クラブ担当者を招いて、詳しくわかり易く取組み説明を実施した。
その結果かと思われるが、今年度の地区資金、ロータリー財団、WCS資金の申請が枠を超過する程の申請があり、
例年になく地区内各クラブの奉仕活動に大きく貢献できたと思う。
3. WCS 資金について
　当地区に於いてもＲＩの提言によりWCS（世界社会奉仕）の活動が止められたが、WCS の活動は価値があり、
2530 地区単独で、活動は継続したいとの意向があります。形（名称）を変えて資金を調達できれば、海外支援に
は効果の高い結果をもたらし、かつ各クラブからの申請、内容審議、承認等、地区内において評価、結果把握が
できることから当委員会に於いて継続の為の方法等議論をした。
4. 国際奉仕（交流）委員会、後期活動について
　まだ国際交流（奉仕）活動に手を拱いているクラブが多数あります。会員数が少ない交流（奉仕）には資金不足、
興味が薄いなど、さまざまな理由はあるようです。そこで各奨学生、留学生、そして海外から日本に来ている人等を
例会に招くなど、小さな交流の切っ掛け作りを奨励して行く。

【前期の成果と反省】
　成果：2016-17 年度中に海外ロータリークラブとの友好姉妹都市クラブとの締結が実施される。地区内クラブで財団

奨学生、米山学友、米山奨学生の卓話が活発に実施されている。国際奉仕（交流）に係る地区資金
（WCS資金）の多数の申請があり、例年にない国際奉仕活動が実施された。

　反省：国際奉仕（交流）の切っ掛け作りにとまどいがある。

青少年奉仕委員会委員長
芳賀 裕（福島中央RC）

■ 青少年奉仕委員会
①全体として（芳賀裕青少年奉仕委員長）
　年度初め、各分区会長幹事会に出席させていただき当委員会事業の紹介と活動へのご参加をお願いさせていただきま
したことに御礼を申し上げます。また、地区大会にインターアクター、ローターアクター、交換留学生が出席し活動紹介をさ
せていただき、参加ロータリアンから激励を受けることができました。ガバナーはじめ関係各位に感謝申し上げます。後期も、
多くの事業があります。担当委員長より説明をさせていただきます。

②インターアクト委員会（鈴木かおる委員長）
　地区内 19 クラブが各々奉仕活動を行っております。後期は、学校が新年度となる 5 月に「連絡協議会」、6 月に
本宮高校 IAC（提唱クラブ本宮RC）がホストとなり「リーダー研修会」を行います。

③ローターアクト委員会（廣澤俊樹委員長）
　区内 7クラブが各々奉仕活動を展開していますが、少ない現状です。是非、新クラブ設立を提唱していただき、青
年の奉仕活動を支援していただきたい。
後期は、4月にグアムで全国研修会、同 29日に会津若松南RACがホストとなり「地区年次大会」が開催されます。

④青少年交換委員会（佐藤治良委員長）
　2月に次年度の派遣学生の選考会があります。3月24日から26日まで、裏磐梯ロイヤルホテルで「東北地区合同
スプリングキャンプ」を当地区がホストとして実施しますのでご支援よろしくお願いいたします。また、5月には鳥取の「全
国青少年交換研究会」に参加し、6月には「最終キャンプ」を行ないます。

⑤ライラ委員会（佐藤演由委員長）
　5月27日から28日まで、ブリティッシュヒルズ（天栄村）において、ライラ研修会を開催いたします。（株）福島ガイナッ
クスの浅尾芳宣社長の講演や英国式テーブルマナー等多彩なプログラムを準備いたしております。今年度は是非 66
クラブすべてから1人以上の青年の参加を期待いたしております。勿論、ロータリアンのご参加もお待ちいたしております。
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ロータリー財団委員会委員長
橋本 芳家（いわき常磐RC）

■ ロータリー財団より報告
　本年度 3 名の財団奨学生を決定しましたが、残念ながら 1 名の奨学生が健康上の理由から急遽辞退されましたのと、
補助金を辞退されたクラブがあったり、円ドル相場の差額となど約 180 万円程が地区補助金として使うことができるために
臨時補助金申請をよびかけたところ13クラブより申請が上りました。これら地区内で審査をした後財団本部に申請をし、認
可を受けて配分しました。本年度の地区補助金の申請は合計 45 件となりました。現在各クラブで実施中です。
　また、来年度の財団奨学生を書類審査、面接、語学テストをして2名を決定しました。
　三春ロータリークラブ推薦の髙野清美さんイギリス留学。
　いわき中央ロータリークラブ推薦の西牧亮さんアメリカ留学。
　それから二年越しになろうとする震災復興のグローバル補助金が 1 月に認可になりました。内容は酒井義盛年度の地区
大会で韓国のパストガバナーの文さんが発表した福島大学と地域農業者と連携しての「放射線と農作物の因果関係の解
明と地域起しのプロジェクト」です。これは援助国が韓国の２地区、台湾、アメリカ１地区と１ロータリークラブ、国内は東
京 2 地区、群馬です。申請クラブは郡山北ロータリークラブで 2530 地区をあげての壮大なプロジェクトです。また来年
2017-18 年度の財団の地区補助金の申請を各クラブに呼びかけております。

　米山記念奨学事業は、161ページに及ぶハンドブックをもとに、年間通しての事業が目白押しです。後期委員会総会では、
まず、前半の小委員会ごとの事業を振り返りました。米山記念事業への理解を深め、佐久間ガバナーの地区目標達成に
向けて、会員の皆さまのご協力を仰ぎました。さらに、2016 学年度奨学生の米山梅吉記念館への研修旅行実施と同時
進行で、2017 学年度奨学生の募集、選考を行いました。選考では、当日のエッセイやグループディスカッションなど新た
な試験も試みられ、新規奨学生 11 名と継続奨学生 5 名を決定しました。事業の使命にもあるように、将来、日本と世界
を結ぶ「懸け橋」になるべき人材の卵を採用できたと考えています。
　そこで、後半は、この人材の卵の磨き上げ作業の事業となります。まず、世話クラブの募集選定。4月の新規米山奨学生・
カウンセラーオリエンテーション（奨学生としての心構え構築を行い、確約書に署名し、正式な奨学生となります）。5月には、
学校関係者、カウンセラーとともに歓迎午餐会の開催、2018 学年度の募集に向けて学校説明会開催、6 月には、学友
会創立 20 周年式典が予定されています。今年度、次年度が入り混じっての怒涛の事業展開が予定されていて、内容
の検討が加えられました。
　「どんな学生を採用したかより、どのように育てるか。」が重要であり、これからが正に事業の本番です。世話クラブやカ
ウンセラーだけが負うのではなく、また、地区米山委員だけでなく、オール地区内メンバーで奨学生を如何に育て、磨きあ
げるのか。そしてどんな懸け橋に育っていくのか。この事業の将来は、ロータリアンサイドの手中にあるのかもしれないと感
じています。
　そのような意味においても、地区内ロータリアンのご協力を心からお願いしたいと思います。

（文責：米山記念奨学会委員会副委員長 石黒 秀司）

米山記念奨学会委員会委員長
加藤 義朋（福島RC）
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地区運営（戦略＆IT）委員会委員長
平井 義郎（福島中央RC）

■ 前期報告
1. My ROTARY操作研修会を以下の通り開催した。

2. My ROTARYの登録状況について
地区の年度目標は登録率 60%であり1月26日時点での達成率は以下のとおりです。

3. My ROTARY登録推進の為各クラブにIT推進担当者の選任を依頼、現時点で61 名の登録を頂いた。
4. 各クラブにおける細則変更の実施状況について調査を行った。
現時点で24クラブから実施結果の報告が、また、2クラブから途中経過の報告があった。
5. ガバナー補佐との連携
① 各クラブにIT推進担当を選任して頂く為、各クラブへの働きかけをお願いし対応していただいた。
② ガバナー補佐会議に参加させて頂き、My ROTARY の登録状況報告とガバナー補佐向け My ROTARY の操
作勉強会を開催した。

③ 毎月My ROTARYの登録状況を集計しガバナー補佐及びクラブ IT推進担当者へメールで送付。
6. 過去 10 年分の各クラブの会長・幹事一覧を調査し纏めた。
7. 過去 5年間の地区役職者一覧を調査し、現在整備中です。
　
■ 後期計画
1. My ROTARY地区登録目標 60%を達成する。
ガバナー補佐、クラフIT推進担当者のご協力宜しくお願い致します。
2. 細則検討結果の継続調査と集計を行う。
3. 地区役職者データベースの構築。
4. クラブにおける戦略計画立案に対する推進とアドバイス。
5. 地区資料室の充実。
6. クラブにおける戦略委員会設置と運営のセミナーを5月に開催予定。
7. 上記事前準備の為地区運営（戦略＆IT）委員会を4月28日郡山市で開催。

■ 第６回諮問委員会報告
開催日：１月２１日（土）　場所：郡山ビューホテル
議  題： ①年度後半の地区運営について（ＲＩ会長賞への取り組み）　②「ロータリー日本 100 年史」別冊への掲載

候補者推薦について　③地区資金前期収支報告　④地区運営規定改定委員会の状況について　⑤ロー
タリーの友地区代表委員「友友クラブ（仮称）」設立について

■ 第５回ガバナー補佐会議報告
開催日：１月２１日（土）場所：郡山ビューホテル
議  題： 分区の現状報告（ガバナー補佐訪問、IM 等の経過報告と今後の予定、分区内クラブの IR 会長賞への

取り組み状況について）
■ 第７回諮問委員会報告
開催日：２月１９日（日）　場所：ホテルサンルート白河
議  題： ①ガバナー会（2/1 開催）報告　②2017-20 審議会 地区代表委員・補欠委員について　③ロータリー米

山記念奨学会副理事長後任者について　④第 2530 地区米山記念奨学生、ロータリー財団奨学生、青少
年交換留学生報告　⑤地区運営規定改定委員会の状況について　⑥国際協議会報告（鈴木邦典ガバ
ナーエレクト）⑦ガバナーノミニー（2018-19 年度ガバナー）選考について

諮問委員会、ガバナー補佐会議では、佐久間ガバナーからＲＩ会長賞への取り組みについて話がありました。
自クラブのＲＩ会長賞の取り組み状況は、My ROTARYの「会長賞ダッシュボード」で確認できます。

■ 会長賞ダッシュボード（クラブ別）の見方
「My ROTARY」→「ニュース＆メディア」→「会長賞」
→「ロータリークラブとローターアクトクラブからの報告（オンライン）」
→「ロータリークラブ用会長賞ダッシュボード」→「クラブレポート」
→「会長賞ダッシュボード」

 8 月  6日
9 月10日
10 月  6日

 10 月15日
11 月12日

 35 名
19 名
32 名

県北第一・県北第二分区
会津分区
県中・県南分区

いわき・相双分区
中央分区

 18 名
10 名
114 名総参加者数

月　日
2,415 名
2,422 名

会員数
2016 年 6 月  7日
2017 年 1 月19日

459 名
964 名

登録者数
3
18

60％達成クラブ
3
1

0クラブ
19.0%
39.7%

全体平均
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県北第二分区ガバナー補佐
渡辺 英人（保原RC）

県北第二分区インターシティミーティング報告書
Ⅰ. 実施状況
日時場所：2017 年 2月2日（木）

16：00　福島市　ウエディングエルティ
参 加 者：野﨑潔パストガバナー永井久地区幹事

分区内ロータリアン139 名
タイムスケジュール :
16：00　開会点鐘 セレモニー
16：20　ディスカッション メインテーマ

「ロータリーよ、どごさいぐ」
17：45　講評 野﨑潔パストガバナー

17：55　次年度ガバナー補佐紹介佐藤吉弘次年度ガバナー補佐挨拶
18：00　閉会点鐘
18：10　懇親会 永井地区幹事挨拶 三本杉栄広前年度ガバナー補佐乾杯発声

アトラクション「クラブ自慢、お宝芸大会」
20：00 　「手に手つないで」　閉会

Ⅱ. 内容・特徴
① 週末ではなく、平日の夕刻から開催した。
② テーブルはクラブごとの着席とせず、抽選により8クラブメンバーがほぼ均等に着席し他クラブとの交流を図れるように
した。懇親会も同様。

③ 2016 規定審議会および各定款変更を受け、例会頻度の変更、会員身分規定の変更について、2つのサブテーマ「例
会は月2回でよいのか」「職業分類は要らないのか」を設定し、テーブルごとのディスカッションの後、紅白のカード（ファ
イル）を使用し全員が賛成反対の意思表示をしながら、全体ディスカッションを行った。

④ 野﨑パストガバナーから「様 な々意見があったが、今回の IMをきっかけに、各クラブに持ち帰り長期戦略委員会を
中心に我がクラブの将来像、進むべき道を決めてほしい」との講評をいただいた。

⑤ 懇親会は全クラブから自慢のエンターティナーが登場し「クラブ自慢、お宝芸大会」で大いに盛り上がった。
Ⅲ. 報告者感想
　テストケースとして平日に開催したが、雪模様にもかかわらず参加率が良かった。RI 定款、標準定款の変更によりク
ラブ運営の柔軟性が拡大された現在、今回の IMが自分たちのクラブの方向性を自分たちで考える「きっかけ」になれ
ばとの願いで企画していただいた。今後の評価が気になるところではあるが、各クラブにとって有意義な機会になったと
いう手応えは感じられた。懇親会もクラブおよび分区全体の一体感の在る会だったと思う。会議も懇親会も、受け身に
ならず全会員が主体的に参加したIMだったかな？
　ご来賓のお二方、参加ロータリアン、ホスト担当保原RC、コホスト梁川RCに心より感謝申し上げます。

　県北第一分区の IM は、「地区の役割とクラブ運営」をメイン
テーマに、　2月12日にザ・セレクトン福島に於いて開催致しまし
た。
佐久間英一ガバナー、阿久津 肇パストガバナー、大橋廣治パ
ストガバナー、そして鈴木邦典ガバナーエレクト、永井 久地区幹
事のご臨席を賜り、分区内 7 クラブより 135 名の参加を得て午
後 1 時半より開会致しました。ホストクラブ福島中央ロータリークラ
ブ平井義郎実行委員長の開会のことば、宍戸宏行会長の歓迎
の言葉、そして佐久間英一ガバナーからご挨拶を頂きました。
　基調講演としまして、阿久津 肇パストガバナーより「地区の役
割とクラブ運営」について、プロジェクターを使って国際ロータリー
での地区の編成や役割、そしてロータリークラブとの関連性について、とても分かりやすく講義をして頂きました。その後、
それぞれ 13 のテーブルごとにサブテーマ（地区とクラブの関係、地区と組織について、地区の管理と運営について、地
区賦課金と予算について、地区の規定について、地区委員会の役割とクラブへの反映）と6 つの項目について、KJ 法
によりサブテーマ別のカラーポストイットに各自意見とロータリー歴を記入して頂きました。
　各テーブルとも一通り記入を終えた後に、ホストクラブのグループ世話人と結果発表者による集計作業の間、1987 年ロー
タリー財団奨学生ソプラノ歌手井上由紀さん、2009 年ロータリー財団奨学生ピアニスト富山律子さんによるジョイントコンサー
トでクラシックの調べを堪能致しました。
　グループ毎の結果発表では、「今日の IM で地区の意義や役割についてとても良く理解出来た」「地区は、このようにし
たらもっと良くなるのではないか」「地区とクラブの関係もこのように改善したらもっと良くなるのでは」など、とても前向きな意

見の集約発表となりました。大橋廣治パストガバナーからの講
評としまして、IMの重要性と若いロータリアンのIM参加促進、
そしてロータリーの素晴らしい活動についてのお話しがありまし
た。
　懇親会は、鈴木邦典ガバナーエレクトの開会ご挨拶に続き、
渡辺浩子次期県北第一分区ガバナー補佐の発声で乾杯し、
和やかな雰囲気のうちに終了することが出来ました。今回の
IM 開催に尽力を頂いた福島中央ロータリークラブと、ご参集
頂いた多くのロータリアンに心から感謝申し上げ、県北第一分
区ＩＭ報告と致します。

県北第一分区ガバナー補佐
善方 邦雄（二本松あだたらRC）

県北第一分区 IM
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■ ロータリーの友へ情報提供について
１．「継続事業にみる世相の移り変わり」
　今後の特集として、長年、継続事業を行っているクラブをご紹介したいと考えております。ただ、事業を続けていく中で、
施設への贈り物がグローブからパソコンに変わった、無料相談会での相談内容が変わった、主催イベントの内容、参
加者が変わったなど、時代の変化を同時に感じさせる内容にしたいと考えております。
10 年以上継続事業を行っているクラブからの情報をお知らせください。

２．「外国人支援について」
　近年、来日する外国人の増加を踏まえ、観光客を対象にした事業（案内板の設置、案内ボランテイアの養成など）
を行っている事例があれば、ご紹介ください。また別の企画といたしまして、日本在住の外国人への支援（日本語教室、
交通安全教室など）を行っているクラブからの情報をお知らせください。
また次のような情報もお待ちしております。
＊ シリーズ「クラブを訪ねて」へ、自分のクラブ紹介
＊ 際立った活躍をしているロータリー学友の紹介
＊ 芸術を生業とする会員の紹介（今後のインタビュー企画、作品掲載の可能性を踏まえて）
＊ 昨今の社会情勢に対応した奉仕活動の紹介（「子ども食堂」といった子どもの孤食対応、うつ病対策、婚活支
援など）

※取材・写真などはすべてこちらから出向きます、
◆情報は下記までお願いいたします。
白岩のメールアドレスyoshiko @fd-const.com
よろしくお願いをいたします

ロータリーの友地区代表委員
白岩 良子（三春RC）

■ 第 9回全国RYLA研究会開催報告
　2017 年 2月5日（日）、東京・国立オリンピック記念青少年
総合センターにおいて、AM10：00～ PM4：30 にかけ研修
会が行わました。各地区からローアリアン・RYLArian 総勢
117 名の出席があり、当地区からは芳賀裕（福島中央）青少
年奉仕委員会委員長をはじめ、菅原節子（福島南）、菅野
拓司（保原）佐藤正道（喜多方）佐藤演由（白河）RYLA
委員 5名の参加をいただきました。
　研修会は、市川伊三夫大会委員長の点鐘に始まり、上山
昭治ガバナー会議長の挨拶のあと、「国際化・多様性と
RYLA」と題する市川大会委員長の基調講演がありました。「RI の動向と日本の RYLA について」御手洗美智子元
RI　RYLA委員長の話がありました。続いて今年 3月24日～ 26日愛知県で開催されます。
　第 1 回日本 RYLAセミナーの紹介が、松宮剛セミナー大会委員長竹内実行委員、谷山芳和実行委員より説明があり
ました。次にRYLArianの 3 名の発表があり、その後松宮剛モデレーターの元水野功（D2750　東京　パストガバナー）
井上象英（D2750　東京元 RYLA 委員長）井上明秀（D2700　福岡　RYLA・青少年育成委員長）山崎淳一
（D2830　青森　パストガバナー）によるパネルディスカッションが行われました。その後分科会（テーブルディスカッション）
において、各地区での RYLA の取り組みについて、また今後の RYLA について地区間の情報交換をし、テーブルごと
に代表による発表があり、最後に坂本俊雄（元 RI コーディネーター）の講評をいただき、市川大会委員長の閉会点鐘
で研究会が閉会されました。
　今後のRYLAの意識向上に、有意義な研修会であったと思います。
　

青少年奉仕委員会RYLA委員長
佐藤 演由（白河RC）

ロータリーの友地区代表委員より
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【 寄付金速報 ― 今年もよろしくお願いします ― 】　
　12月までの寄付金は前年同期と比べて6.2％減（普通寄付金 2.1％増、特別寄付金 9.0％減）5,600 万円の減少となり
ました。ご寄付をいただきました皆様に厚く感謝申し上げます。 さて、「2016 年度 下期普通寄付金のお願い」をガバナー
事務所から各クラブに、また、当会からも1 月 11 日、全ロータリークラブ宛てにＥメールを配信しました。普通寄付金は当
会事業の重要な安定財源であり、国内全クラブから普通寄付の確約をもらうことを条件に、財団法人設立の許可を得た
経緯があります。当事業は全地区が参加する「多地区合同活動」であることをご理解いただき、今年も引き続きご支援
賜りますようよろしくお願いいたします。
　

【 2017-18 年度地区米山記念奨学委員長セミナー開催報告 】　
12月13日、2017-18 年度の地区米山記念奨学委員長を対
象とした第１回セミナーを開催しました。 午前は、小沢一彦
理事長からのあいさつに続いて、安増惇夫理事（第 2700
地区）による講義・全体会議「米山奨学事業の疑問に答
える」が行われました。事前アンケートの結果をもとに参加者
の意見を引き出しながら進められ、大変好評でした。 午後は、
特色ある取り組みについての事例研究と、「奨学事業全般」
「理解促進から寄付増進へ」「共に学ぶ事業」「多様な国
からの採用」の4テーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。終日にわたる盛りだくさんのセミナーでしたが、
講師、参加者の皆さまのご協力により、各地区の経験や情報を共有する有意義な機会となりました。参加者アンケートからも、
「全てが参考になり良かった。まねることから始めて、より良い委員会運営を目指したい」「米山奨学事業の目指すところ、
意義について改めて認識を深めることができた」「委員長の役割が分かった。学友会も大切にしたい」などの声をいただ
きました。終了後の懇親会では、地区を越えた委員長同士のネットワークづくりを図っていただき、「米山○×クイズ」でさ
らに知識を深めていただきました。第２回セミナーは、5月31日に開催予定です。
　

【 上海で米山学友会が総会を開催 】　　
　12月17日、上海米山学友会の年次総会が上海市内で開催され、学友 36 人とその家族ら総勢 47 人が参加しました。 
総会では年間優秀学友の表彰、新会員の紹介のほか、劉京榕会長からの挨拶のなかで、来年の奉仕活動計画（小
学校への水ろ過装置設置）や今後の中国学友会の展望などが語られました。総会は終始、仲間同士のリラックスした雰

囲気の中で行われ、子どもの歌やゲームで盛り上
がり、学友同士の結束を強める会となりました。劉
会長は、「今回、わざわざ日本から参加してくれた
学友もいたが、今後も上海に限らず、中国や世界
各地からの学友を歓迎したい」と、学友会の裾野
を広げていきたいとの意向を語りました。
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新会員紹介

【 感謝の気持ちにあふれた総会 ― 台湾米山学友会総会 ― 】　
　台湾米山学友会（中華民国扶輪米山会）の総会が 12 月 17 日に桃園市の揚昇ゴルフクラブで開かれ、台湾の学友
90 人のほか、日本在住、ならびに韓国、タイ、マレーシアの学友、当会の若林紀男副理事長と岩邉俊久事務局長を含
む多数のロータリアンなど総勢 136 人が集いました。 総会では新会員の紹介や、同学友会が支援する日本人奨学生への
奨学金授与のほか、台日国際ロータリー親善会の張瑞欽理事長、台中文心ＲＣ、大阪城南ＲＣ会員ご家族の西谷文江
氏からそれぞれ学友会への寄付金が贈呈されました。また、「形式ばらない総会に」との呉憲璋理事長の方針により、
呉理事長が自らピアノを演奏したほか、理
事と監事が日本語で「花」「涙そうそう」を
熱唱し、歓迎の気持ちを表しました。懇親
会では、陶芸家として活躍する張義明さん
の作品が学友会運営資金のためチャリ
ティーオークションにかけられるなど、例年

以上の盛り上がりを見せました。

これから開催される海外学友会の総会関連情報
タ イ
モンゴル

チャンイーミン

ウーシェンツァン

：2017 年 3月18日（土）定期総会 ※前国王喪中につき非公開で開催
：2017 年 5月14日（日）定期総会 

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

いわき分区 いわき内郷ＲＣ

神原　章僚
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

10月1日
団体役員
公益財団 ときわ会

相双分区 相馬ＲＣ

塩沼　安子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

12月13日
飲食業
フード＆バー101

10月
新会員

12月
新会員
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新会員紹介・物故者案内

※7/1 現在会員数には7/1 入会者（7名）を含む。

菊地　浩太郎
（享年54歳）

中央分区 郡山南 RC
2017 年 1月4日ご逝去
入　会：2007 年 10月入会
ロータリー歴：10 年

髙橋　光男
（享年96歳）

中央分区 郡山 RC
2017 年 2月2日ご逝去
入　会：1963 年 11月入会
1987-1988 年：郡山RC会長
ロータリー歴：53 年

県北第二分区 だて西ＲＣ

原田　邦夫
◆入会日
◆職業分類

：
：
1月15日
集会所

会津分区 喜多方ＲＣ

石嶋　和義
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月1日
旅行業
喜多方観光バス㈱

中央分区 郡山南ＲＣ

ノワロー　ジョン パスカル
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月5日
酒造販売
㈲ワークステーション

県北第二分区 だて西ＲＣ

阿部　恵美子
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月15日
経営コンサルタント
㈱シアトルエンタープライズ

県中分区 三春ＲＣ

吉田　將史
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月19日
不動産業
㈲グリーンフロント

いわき分区 いわき内郷ＲＣ

山崎　盛久
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月10日
結婚式場
クルーコート・㈱内郷

中央分区 郡山北ＲＣ

渡邊　文博
◆入会日
◆職業分類
◆勤務先

：
：
：

1月23日
病院管理
一般財団法人 脳神経疾患研究所

県北第二分区 だて西ＲＣ

川合　陽一
◆入会日
◆職業分類

：
：
1月15日
スーパー

1月
新会員

1月の会員数報告
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	ガバナー月信3月P16.P17
	ガバナー月信3月P18.P19
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