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国際ロータリー第2530地区　2017-18年度2

　７月６日県中分区から始まったガバナー公
式訪問は８月上旬で16ロータリークラブを終
了いたしました。それぞれの熱い想いを語る
クラブ会長・幹事やクラブ会員の皆様との
ロータリー情報を交換し、更に各クラブ・各
分区においても温かく迎えていただき、同行
の地区幹事はじめ役員共々うれしく感謝申し
上げます。
　９月は「基本的教育と識字率向上」及び
「ロータリーの友」の月間とされておりま
す。
　十数年前白河ユネスコ協会会長として、東
北のある都市でブロック研修が開催された
折、ある講師から「識字率について」の講話
を聴いておりました、その講師から「インド
奥地ではまだ読み書きが十分でない」つまり
教育が十分に浸透していない、そのために子
供を出産しても母親が文字を読むことができ
ず、白い農薬を「乳」と間違えて子供に与え
てしまった、とのお話はとてもショッキング
なお話でありました。
　教育が行き届かねば世界の平和への道は遠
く、また飢餓貧困をもたらす一因でもありま
す。
　地区としてはＲＩ会長のテーマにもあるよ

2017－18年度
国際ロータリー
第2530地区ガバナー

鈴　木　邦　典

うに、人道的奉仕の重点化と増加として平和
への推進、疾病との戦い、水と衛生、母子の
健康、教育の支援等を奨励し呼びかけてお
り、当地区はじめ世界各地で取り組んでおり
教育と識字率の向上が期待されております。
　また、一方各分区の公式訪問では各クラブ
がその地域社会に寄り添っての社会奉仕や国
際奉仕に取り組んでいる状況を伺い、ロータ
リーの友を伝って広く広報され「ロータリー
の公共イメージと認知度の向上」として多く
のロータリアンにその活動内容について理解
していただければ幸いであります。
　ロータリーの友は国際ロータリーの認可を
うけてのロータリーの地域雑誌であり、ＲＩ
とクラブの媒体として、またロータリアンが
ロータリーライフを深めるためのとても大切
な情報源としてご活用を願うところでありま
す。
　今年度のロータリーの友地区代表委員は渡
邊宗徹会員（白河ＲＣ）であります。この第
2530地区から大いに情報を発信していただ
き、そのために各分区、各ロータリクラブか
らも多くの情報をお寄せいただきますようお
願いいたします。

ガバナーメッセージ

基本的教育と識字率向上月間・
　　　　　ロータリーの友月間に因んで
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地区掲示板

地区名簿の訂正について 先日お送りした「地区名簿」に下記の通り誤りがありましたので訂正いたします。
関係の皆様にお詫び申し上げます。

Ｐ34　小沼俊介様の自宅　　（誤）FAX0240－24－1012　→（正）FAX0242－24－1012
Ｐ９　酒井善盛様　　　　　（誤）諮問委員会・パストガバナー（2009-10）
　　　　　　　　　　　　→（正）諮問委員会・パストガバナー（2015-16）
Ｐ79　斉藤祐二様　　　　　（誤）斉藤　裕二　→（正）斉藤　祐二
Ｐ98　佐川保博様の勤務先　（誤）TEL0248－26－2411　FAX0248－26－2420
　　　　　　　　　　　　→（正）TEL0247－26－2411　FAX0247－26－2420

■地区次期地区委員及び組織変更のお知らせ
　　　次期地区幹事　　　　　　鈴　木　和　夫（福島中央RC）
　　　次期資金委員会　委員長　長谷川　好　美（福島中央RC）
　　　次期資金委員会　委員　　佐　藤　信　雄（福島中央RC）

■当年度　地区運営（戦略&IT）委員会は下記のようになります。

委　員　会 役　職 氏　　　　名

地区運営（戦略 &IT）委員会
委 員 長 高　橋　金　一（郡山西 RC）
副 委 員 長 土　屋　繁　之（郡山コスモス RC）
委 員 平　井　義　郎（福島中央 RC）

戦略委員会
委員長（兼） 高　橋　金　一（郡山西 RC）
委 員 渡　邉　弘　一（本宮 RC）
委 員 志　賀　利　彦（いわき小名浜 RC）

IT 委員会
委 員 長 鈴　木　雅　之（いわき勿来 RC）
委 員 上　野　利一郎（喜多方 RC）
委 員 木　村　幸　二（福島 21RC）

　去る８月５日、郡山市労働福祉会館において、戦略委員会セミナーが、鈴
木邦典ガバナー、渡辺公平研修委員長、阿久津肇アドバイザー他、約120名
に上るロータリアンの皆様のご出席の下に開催されました。
　当委員会より、クラブ戦略計画と2016年規定審議会によるクラブ定款・細
則の改正との関係について、標準定款・細則の字面に惑わされずに、その背
景にある考え方を重視して頂きたいというお話しをさせて頂きました。

　そして、実際に戦略
計画を立案し、細則改
正を行った福島中央Ｒ
Ｃの実例を、同クラブ
の鈴木和夫さん、平井義郎ガバナーエレクトから報
告をして頂きました。
　理念だけでなく、実例を紹介したことによって、
出席された皆様に興味を持って頂けたのではないか
と思いました。

地区運営（ＩＴ＆戦略）委員会報告� 高 橋 金 一（郡山西ＲＣ）

鈴木ガバナー挨拶
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諮問委員会担当相談役紹介

國
こく
　分
ぶん
　雄

ゆうたろう
太郎

（本宮ＲＣ）
クラブ奉仕委員会担当

佐
さ
　原
はら
　　　元

はじめ

（喜多方ＲＣ）
ロータリー財団委員会担当

味
あじ
　戸

と
　道
みち
　雄

お

（須賀川ＲＣ）
国際奉仕委員会担当

鈴
すず
　木

き
　喬

きょう
　二

じ

（いわき平中央ＲＣ）
米山記念奨学会
委員会担当

阿
あ く つ
久津　　　肇

はじめ

（福島ＲＣ）
地区運営（戦略＆ＩＴ）
委員会担当

中
なか
　澤
ざわ
　　　剛

たかし

（会津若松南ＲＣ）
社会奉仕委員会担当

富
とみ
　永
なが
　健
いさ
　男

お

（白河ＲＣ）
社会奉仕委員会担当

牧
まき
　　　公

こう
　介
すけ

（船引ＲＣ）
青少年奉仕委員会担当

大
おお
　橋
はし
　

ひろ
　治

じ

（福島南ＲＣ）
職業奉仕委員会担当

生年月日　大正13年11月11日
職業分類　パストサービス
自　宅
〒969-1149　本宮市本宮字万世117-2
TEL　0243-33-1980　FAX　0243-34-4369
E-mail　kopuriko@lapis.plala.or.jp

生年月日　昭和13年６月10日
職業分類　胃腸科医
自　宅
〒966-0838　喜多方市字永久7689-1
TEL　0241-22-7766　FAX　0241-22-7766
E-mail：ky.gen@sawara.or.jp
勤務先
医療法人佐原病院　理事長
〒966-0838　喜多方市字永久7689-1
TEL　0241-22-5321　FAX　0241-23-3154
E-mail：ky.gen@sawara.or.jp

生年月日　大正14年７月25日
職業分類　不動産管理
自　宅
〒962-0844　須賀川市東町60-6
TEL　0248-75-5002　FAX　0248-75-5071
携帯　090-8924-5002
勤務先
合資会社味戸商店　代表社員
〒962-0844　須賀川市東町60-6
TEL　0248-75-5002　FAX　0248-75-5071
E-mail：ajito_sukagawa@yahoo.co.jp

生年月日　昭和４年12月10日
職業分類　映画館
自　宅
〒970-8026　いわき市平字旧城跡18
TEL　0246-22-5746　FAX　0246-23-3001
勤務先
株式会社世界館　代表取締役
〒970-8026　いわき市平字白銀町1-15
TEL　0246-23-1203　FAX　0246-24-6844

生年月日　昭和８年７月29日
職業分類　胃腸科医
自　宅
〒960-8141　福島市渡利字七社宮28-1
TEL　024-521-3248　FAX　024-563-1016
E-mail：hajime330729@yahoo.co.jp

生年月日　昭和９年８月10日
職業分類　私立学校
自　宅
〒965-0037　会津若松市中央3-4-22
TEL　0242-22-9011　FAX　0242-22-9012
E-mail：nakazgke@cocoa.ocn.ne.jp
勤務先
学校法人中沢学園　会津若葉幼稚園
　　　　　　　　　　　　理事長・園長
〒965-0863　会津若松市湯川町3-74
TEL　0242-27-5195　FAX　0242-26-9094
E-mail：aizu@wakaba-youchien.ed.jp

生年月日　大正12年１月２日
職業分類　医薬品販売
自　宅
〒961-0947　白河市一番町29
TEL　0248-23-3260　FAX　0248-23-2090
E-mail：tominaga_ah@yahoo.co.jp
勤務先
株式会社富永薬局　代表取締役
〒961-0947　白河市一番町29
TEL　0248-23-3260　FAX　0248-23-2090

生年月日　昭和８年３月７日
職業分類　私学
自　宅
〒963-4312　田村市船引町船引字平館３
TEL　0247-82-4111　FAX　0247-82-4613
勤務先
学校法人若草学園　理事長
〒963-4312　田村市船引町船引字平館66
TEL　0247-82-4111　FAX　0247-82-4613
E-mail：wakakusa-funehiki@soleil.ocn.
　　　　ne.jp

生年月日　昭和14年１月14日
職業分類　内装仕上工事
自　宅
〒960-8162　福島市南町212
TEL　024-546-2288
携帯：090-8253-4368
勤務先
日東物産株式会社　取締役会長
〒960-8162　福島市南町212
TEL　024-546-2288　FAX　024-545-5861
E-mail：oohashi@nittoh-b.co.jp
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根
ね
　本
もと
　一
かず
　彌

や

（郡山西ＲＣ）
国際奉仕委員会担当

酒
さか
　井

い
　善
よし
　盛
もり

（南相馬ＲＣ）
米山記念奨学会委員会担当

平
ひら
　井

い
　義
よし
　郎
ろう

（福島中央ＲＣ）

渡
わた
　邉
なべ
　公
こう
　平
へい

（いわき勿来ＲＣ）
地区研修委員会担当

佐久間　英　一
（三春ＲＣ）

クラブ奉仕委員会担当

芳
は
　賀

が
　　　裕

ゆう

（福島中央ＲＣ）

野
の
　﨑
ざき
　　　潔

きよし

（福島北ＲＣ）
職業奉仕委員会担当

鈴
すず
　木

き
　邦
くに
　典
のり

（白河ＲＣ）

生年月日　昭和14年４月11日
職業分類　石油販売
自　宅
〒963-0105　郡山市安積町長久保２-1-8
TEL　024-945-1169
勤務先
根本石油株式会社　会長
〒963-0107　郡山市安積2-37
TEL　024-945-0101　FAX　024-945-3004

生年月日　昭和12年10月18日
職業分類　観光
自　宅
〒975-0061　南相馬市原町区大木戸
　　　　　　　　　　　　字南東方61-4
TEL　0244-22-5731　FAX　0244-22-5731
携帯　090-4476-6989
勤務先
マルマンビィレッジ株式会社　取締役会長
〒975-0021　南相馬市原町区金沢
　　　　　　　　　　　　字物見山87-3
TEL　0244-22-5847　FAX　0244-22-5847

生年月日　昭和25年５月７日
職業分類　コンピュータ販売
自　宅
〒960-8253　福島市泉字仲ノ町5-5
TEL　024-558-2268　FAX　024-563-7064
携帯　090-8252-4328
勤務先
株式会社システム・コア　代表取締役
〒960-8117　福島市入江町3-17
TEL　024-531-6073　FAX　024-531-8123
E-mail：core@k7.dion.ne.jp

生年月日　昭和12年２月26日
職業分類　美容業
勤務先
エムスワタナベ　代表
〒974-8261　いわき市植田町中央1-9-7
TEL　0246-62-2437　FAX　0246-62-6124
E-mail：y-watanabe@poem.ocn.ne.jp

生年月日　昭和16年3月6日
職業分類　自動車販売・整備
自　宅
〒963-7744　田村郡三春町字八幡41
TEL　024-923-4896
携帯　090-7667-6377
E-mail：zikou306@chive.ocn.ne.jp
勤務先
三春自動車工場株式会社　取締役会長
〒963-7733　田村郡三春町大字山田
　　　　　　　　　　　　　字越井戸7-2
TEL　0247-62-3100　FAX　0247-62-6530

生年月日　昭和27年2月11日
職業分類　司法書士
自　宅
〒960-8156　福島市田沢字桜台34-12
TEL　024-549-0810　FAX　024-549-0810
携帯　090-3123-2907
勤務先
ロァフォルジュ司法書士事務所　所長
〒960-8115　福島市山下町2-8
TEL　024-535-8557　FAX　024-535-8562
E-mail：haga@w7.dion.ne.jp

生年月日　昭和11年12月４日
職業分類　不動産管理業
自　宅
〒960-8252　福島市南沢又字畑田3-2
TEL　024-557-2044　FAX　024-557-2044

生年月日　昭和15年11月10日
職業分類　ソムリエ
自　宅
〒961-0907　白河市横町15－1
TEL　0248-22-1516　FAX　0248-27-1782
E-mail：arber8006@waltz.ocn.ne.jp
勤務先
株式会社ベルトリー　取締役会長
〒961-0907　白河市横町15-1
TEL　0248-23-8006　FAX　0248-27-1782
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県北第一分区・第二分区合同 My Rotary セミナー開催

　2017 年 7 月 22 日 ( 土 ) 午前 10 時から午後 2 時ま

で、各クラブの会長・幹事他 25 名が参加して昼食

をはさんでウイル福島で開催された。司会は次期

地区幹事鈴木和夫が務めた。

先に地区運営 IT 委員会の鈴木雅之委員長が My　

Rotary の普及のための登録方法と活用方法を指導

するのが委員会の目的である事を紹介して始まっ

た。「My　Rotary」は「私のロータリー」である

ことを認識し大いに活用することが大切であると

も述べた。

　次に地区運営委員会相談役阿久津肇パストガバ

ナー、県北第二分区の佐藤吉弘ガバナー補佐の挨

拶を頂いた。阿久津 PG は、手続要覧が 300 頁も

あったものが最新版は 100 頁余りになってしまっ

た。私たちはその不足分を My　Rotary から得る

事と他に最新の情報をも得ることが重要であるこ

とを力説した。

　さらに地区運営 ( 戦略 &IT) 委員会の平井義郎委

員長が、7 月 20 日現在の第 2530 地区のクラブ別

My　Rotary 登録状況を説明した。地区は登録目標

60% を掲げているが現在 44.5% であること、達成

クラブは 24 クラブであること、分区あるいはクラ

ブにより認識に大きな隔たりがあるように思われ

ることを説明した。

　いよいよ各人が持ち込んだパソコンで鈴木雅之

IT 委員長の指導のもと、My Rotary アカウント登

録の仕方を実習した。更に昼食を取った後、平井

運営委員長にるロータリークラブ・セントラルへ

の登録とクラブ目標の入力方法を実習した。今年

度からロータリークラブ・セントラルの内容が一

新されたことに注意しなければならないとも述べ

た。

　最後の締めで阿久津 PG は、今回のセミナーに参

加したクラブのリーダー、またガバナー補佐は是

非クラブの中で My　Rotary の必要性を説いて会

員の登録を促して欲しいと、また My Rotary の中

には隔月発行される電子版の ROTARY LEADER

などがあるので新しいロータリー情報を学ぶこと

が重要であると説明された。

次期地区幹事　鈴　木　和　夫
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ガバナー公式訪問

　ガバナー補佐を拝命して早や一ヵ月が過ぎました。
そして県中分区は直前ガバナーの出身と言うことで
一回目の公式訪問で三春ロータリークラブから始ま
り滝根・本宮・小野・常葉・船引の順に訪問され県
中分区は無事終了され、鈴木邦典ガバナーは各クラ
ブにおいて会員増強、ロータリーを一般の方に知ら
せしめる活動を通して実践し会員相互の親睦を深め
て県中分区の発展と鈴木邦典ガバナーこれからの公
式訪問と地区大会の成功を祈念してガバナー歓迎晩
餐会を県中分区公式訪問最終日の７月26日船引ロー
タリークラブを終えた後本宮ロータリークラブの例
会場ネーブルシティもとみやオーブにて歓迎晩餐会
を鈴木邦典ガバナーご夫妻をお迎えして開かれ、迎
える側も本宮クラブの会員でもある高松義行本宮市
長、国分雄太郎パストガバナー、牧公介パストガバ
ナー、佐久間英一直前ガバナーが参加して行われ、
本宮ロータリークラブの歓迎の言葉に始まり、鈴木
邦典ガバナーに御挨拶をいただき、来賓の本宮ロー
タリークラブの会員でもある高松義行市長の御挨拶

　７月６日（木）午前９時、
例会場の割烹八文字屋にて鈴
木邦典ガバナー、沼昇一ガバ
ナー補佐、草野好夫地区幹事、
長谷川建一分区幹事をお迎え
した後、三春町役場・鈴木義
孝町長を表敬訪問いたしまし
た。鈴木町長からは、ロータ
リークラブの奉仕活動に感謝
の言葉と鈴木ガバナーのご活
躍をご祈念しますとの話しが

ありました。鈴木ガバナーからは、昨年度の三春交
流館『まほら』をメイン会場に町内のお寺をサブ会
場として開催された地区研修協議会が、とても三春
らしく印象に残る素晴らしい会議であったことなど
の話がありました。その後、例会場に戻り10時15分
から会長幹事会が行われ、ガバナーからは『公共イ
メージの向上』についてその重要性と当クラブがホ
ストを担当するI・Mにおいてどんな取り組みが出
来るかなど具体的にご指導をいただきました。11時

三春ＲＣ会長

影山　吉則

からクラブ協議会が行われ各委員会の『目標』と
『計画』に対しガバナーからご指導をいただきま
した。
　12時30分からの例会では、新会員の佐久間四朗
さんにガバナーから『ロータリーバッジ』と『四
つのテスト』が贈られました。鈴木ガバナーの卓
話では、国際ロータリー創設１００周年記念事業
において白河RCの『芭蕉像建立事業』実行委員
長として取り組まれた際のお話しがあり、芭蕉が
辿った『奥の細道』に匹敵する公式訪問がスター
トし『旅心定まった心境である』と述べられ例会
が終了しました。

をいただき、続いて笠原分区幹事による来賓、出席
者の紹介があり県中分区ガバナー補佐の沼より鈴木
ガバナーに県中分区としての記念品を贈呈、令夫人
啓子様に花束を贈呈。そして直前ガバナーの三春
ロータリークラブ会員の佐久間英一様のご発声で乾
杯して和気あいあいと親しく歓談して話がはずみガ
バナーも各テーブルを廻り時間が早く経つ様に感じ
た時間でした。最後に会員で手に手つないでを合唱
して、閉会の挨拶を本宮ロータリークラブの角田幹
事があいさつして歓迎会をしめくくりました。

　　県中分区ガバナー歓迎会 県中分区ガバナー補佐　沼　昇一（本宮RC）
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　７月12日（水）鈴木邦典ガ
バナーによる当クラブの公式
訪問が行われました。朝９時
に本宮市長（クラブ会員でも
あります）を表敬訪問、地域
の状況やロータリークラブの
現状と期待などについて会談
されました。その後、当クラ
ブがホストをしている本宮高
校（インターアクト校）にて
校長を訪問、インターアクト

クラブの現状などについて話し合いがなされました。
　その後、午前中に会長・幹事との打ち合わせ会、
引き続きクラブ協議会では各委員長が出席し、本年
度の活動計画説明をガバナーに説明し、ガバナーか
ら一つ一つ丁寧に適切なコメントとアドバイスをい
ただきました。
　12時30分からの例会では、ご自分とロータリーの
これまでの関わりについてのご講話がありました。
　特に2002年の４月から５月にかけてＧＳＥのチー
ムリーダーとして派遣された頃の思い出の数々を語
られ私たちに深い感銘をあたえてくださいました。
　また、例会席上では、７月に入会したばかりの富
山邦典君に対し、ガバナーより「四つのテスト」と
バナー・バッチが直接贈られ、激励の言葉をいただ
き、会員一同からの温かい拍手をもらうなど感激の
一時もありました。
　早朝からの厳しい日程と諸行事の間、終始和やか
な笑顔でご対応いただき、誠にありがたく感謝にた

えません。健康に
留意なされ、ます
ますのご活躍をお
祈りいたします。

　平安美女の小野小町の生誕
伝説が残る小野町、今現在は
リカちゃん人形の生まれ故郷
である「リカちゃんキャッス
ル」がある。ここの真向かい
が我がクラブ例会場「すずき
や食堂」である。ここに、7
月13日午後1時、雷雨の中、
鈴木邦典ガバナー・齋藤正明
副幹事、県中分区沼昇一ガバ
ナー補佐・長谷川建一分区幹
事のご訪問をお迎えしました。

　早速、当クラブ草野利吉幹事ともども、当クラブ
の実情を説明し、その後に鈴木ガバナーからの懇切
なご指導をお受けした。地区方針の一番目に「クラ
ブのサポートと強化」を謳う鈴木ガバナーの真摯な
姿勢に感銘を受けました。
　午後3時から小野町役場に大和田昭小野町長を表
敬訪問。小野小町の美女伝説とワイン談義に話が咲
き、役場全職員に鈴木ガバナーが紹介されました。
例会場に戻り、クラブ協議会では当クラブ各委員長
から本年度の抱負と計画をお聴きし、丁寧な助言を
賜り、各委員長の今年度活動の大きな励みとなりま
した。
　例会では、ガバナーから「天職としての職業奉仕
ソムリエ」のユニークな講演をいただき、フランス
とワインに魅せられ、会員全員が貴重な「学び」の
時間を堪能しました。
　ガバナーの若さは全てワインのお陰とか？赤ワイ
ンは腦卒中防止、白ワインは殺菌効用が大であると、
呑兵衛ぞろいの会員は即座に日本酒からワイン党に
改宗されたようです。　　
　その後のドリンク付例会では早速赤ワインがずら
りと並び、好意と友情を大いに深めたことを報告し、

公式訪問の御礼とさせ
ていただきます

本宮ＲＣ会長

糠澤　隆雄
小野ＲＣ会長

櫛田　忠夫

鈴木ガバナーと大和田
小野町長ががっちりと
握手

右から　
長谷川、齋藤、櫛田、鈴木ガバナー、大和田小野町長、
沼、草野の各氏



９ 月号

９

　去る7月19日（水）に例会
場である常葉町商工会にて鈴
木邦典ガバナーをはじめ、有
我弘地区代表副幹事、沼昇一
県中分区ガバナー補佐、長谷
川健一県中分区幹事をお迎え
してガバナー公式訪問が開催
されました。10：00から10：
30まで会長・幹事会が行われ、
事前質問を基にご指導を頂き
ました。
　その後10：40から12：20ま

でクラブ協議会が開かれ、各委員長・委員より今年
度計画の発表があり、鈴木ガバナーより各委員会に
対してわかりやすい貴重なアドバイスを頂きました。
特にポリオ撲滅を進めるためには会員増強が不可欠
ということを強調されており、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。
　12：30から当クラブ第２回目の例会において鈴木
ガバナーよりスピーチをいただき、公共イメージの
向上に関してロータリー活動広報の大切さもお話い
ただきました。また少しの時間でしたがワインにつ
いての興味深いお話も聞かせていただき、会員一同
大変勉強になりました。
　最後に鈴木邦典ガバナーには有意義な時間を頂戴
し感謝を申上げますと共に、１年間健康に留意され、
よりいっそうのご活躍をご祈念申し上げ、ガバナー
公式訪問のご報告とさせていただきます。
　誠にありがとうございました。

常葉ＲＣ会長

三浦　浩充

ロータリークラブを
　　　辞めなくてよかった！

　お忙しい中、遠方より、鈴
木邦典ガバナー、有我 弘副
幹事、いわき分区の小松 博
ガバナー補佐、菅原 實分区
幹事、阿部吉宏分区会計、の
皆様においで頂きました。
　私どものいでたちは、温泉
地とハワイアンならではのア

ロハシャツでお出迎えいたしました。ややもすれば
緊張の中お迎えする公式訪問ですが、私どもは緊張
が、大の苦手なものですから、どうしてもゆるやか
ないでたちで、心を込めておむかえする習わしに
なっております。
　さて、RI会長イアンH.S.ライズリー氏は「ロータ
リー：変化をもたらす」というテーマをかかげてい
ます。鈴木ガバナーも「ロータリー公共イメージと
認知度の向上」を掲げて今までにないRCを大いに
宣伝しながら事業活動をしなさい。とリードされて
います。我々も日ごろの活動の中に、いかにこれら
のテーマを取り入れていけるのか、各委員会ごとに
テーマを持ち寄り活動していこうとしております。
　今月はスタートしたばかりですので、本日ガバ
ナーのご講話をいただきながら勉強しようとしてお
りますので、ご指導の程を宜しく、と、お願いしま
して歓迎のご挨拶をしました。
　そのあとは、家庭的な和気あいあいのもと、会員
増強の難しさの話からワインの銘柄、赤と白の面白
さなど、ガバナーとメンバーの昔からの友達が久し
ぶりに再会したような、もっと時間がほしい！例会
終了後もガバナーを囲み立ち話しが続き、ガバナー
の出発までにはお名残惜しい時間が暫く続きました。
「ガバナーとこんなに親しくお名残惜しい時間が
過ごせたのははじめてだ」とは、会場監督（83歳）
SAAの言でした。

　平成29年７月25日

いわき常盤ＲＣ会長

藤本　孝典
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　「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。

ロータリー文庫　〒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

文 庫 通 信
（358号）

▷▷ロータリー情報◁◁
書　　　　　名 著者／出版社 発行年 頁

Rotary －かえりみて、あすを考える 久野薫／ D.2630 地区大会 2017 16P

ロータリアンの矜持 藤川享胤／ D.2590 地区大会の記録 2017 8P

2020 年東京オリンピックのレガシーとロータリーの多様性 水野正人／ D.2590 地区大会の記録 2017 7P

危機管理の人生 安斎隆／ D.2530 地区大会記念誌 〔2017〕 12P

2030 年、そのとき日本は 国谷裕子／ D.2640 地区大会記録誌 〔2017〕 2P

みどりの力で心の復旧・復興を 涌井雅之／ D.2530 地区大会記念誌 〔2016〕 11P

人はどうがんと向き合うか？ 垣添忠生／ D.2710 地区大会特集号 2017 4P

青森県の短命県返上活動の現状 中路重之／ D.2830 地区大会記録誌 2015 7P

障害者アートで社会を変える 播磨靖夫／ D.2640 地区大会記録誌 〔2016〕 5P

フランス人から見た日本文化のあれこれ リシャール　コラス／ D.2780 地区大会報告書 2017 4P

【上記申込先：ロータリー文庫】

　船引ロータリークラブ、鈴
木邦典ガバナー公式訪問は、
７月２６日の訪問でした。
　沼昇県中分区ガバナー補佐、
有我弘地区代表副幹事、長谷
川健一県中分区幹事、同席の
中、午前中の会長幹事会で鈴
木ガバナーよりクラブの方針
に対するご指導をいただきク
ラブとしての困りごとなどに
も事例を元におはなしを頂き

とても参考になりました。
　ガバナー方針、目標でもある、『公共イメージ向
上』それ故にイメージ向上が最終的には、会員増強
につながるとの考え、会長の私としても勉強に成り
今後の会の運営に生かしたいと思いました。
　クラブ協議会では、各委員会の報告に適切に総括
していただき、各委員長も真剣に考えていました。　
例会の中では、ガバナーの職業分類にも有る。ソム
リエの話が出で、皆さんとても興味深く話を聞いて
いました。また、例会終了後に、田村市長を表敬訪
問、常葉クラブ・会長・幹事・滝根クラブも同席致

船引ＲＣ会長

佐々木義高

しました。その後に、当クラブの、船引中学校に
インターアクトクラブを訪問頂き今後のインター
アクトクラブのありかなど校長先生と意見交換を
しました。中学校のインターアクトクラブとして
は。県内２校目となり、当クラブとしても若い中
学校の生徒さんたちとの共同企画又はロータリー
クラブとしてのイメージの向上を目的とした活動
をしていきたいと思います。
　当クラブも公共イメージ向上・会員増強に努め
ていきたいと思います。
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グェン ヴェット フォン ティさん
（NGUYEN VIET HUONG THI）

　　　　　　　　国　籍：ベトナム
　　　　　　　　卒業校：郡山情報ビジネス
　　　　　　　　　　　　　　　　公務員大学校
　　　　　　　　勤務先：三部会計事務所（郡山市）
　　　　　　　　ニックネーム：フォンちゃん
　　　　　　　　好きな食べ物：刺身、馬刺し
福島に来て驚いたこと：ロータリーのクリスマス家
族会で奥様達の踊りのパフォーマンスに感動した。

米山奨学生になっての感想：貴重な体験だった。社
会人になって役に立っている。

将来の夢：ベトナムに戻って会計事務所を開きたい。
世話クラブ：郡山西北ロータリークラブ
カウンセラー：阿部光司

トラン ティ フォンさん
（TRAN THI PHUONG）

　　　　　　　　国　籍：ベトナム
　　　　　　　　学校名：郡山情報ビジネス
　　　　　　　　　　　　　　　　　公務員大学校
　　　　　　　　専　攻：会計ビジネス
　　　　　　　　ニックネーム：ひまわり
　　　　　　　　好きな食べ物：焼肉
福島に来て驚いたこと：福島の人たち、皆やさしく
てビックリした。

好きな言葉：頑張る！
米山奨学生になっての感想：奨学生になれて嬉しか
　ったし、ロータリアンの方々が家族の様に接して
くれて嬉しい。

将来の夢：ベトナムに戻って税理士になりたい。卒
業後は、福島大学大学院へ進み勉強を続けたい。

世話クラブ：郡山北ロータリークラブ
カウンセラー：吉田喜一さん

11

米山記念奨学会だより

米山学友委員長　阿部光司
　2530 地区も鈴木邦典ガバナー体制がいよいよ始まりましたが、米山記念奨学会委員会も石黒秀司新米山委員
長の元、今まで以上に米山奨学生や福島学友会の学友の実情や夢をロータリーメンバーに伝える機会を増やして
米山記念奨学金事業へのロータリアンの理解を深めて頂くことに力を入れて行きたいと考えております。
　そこで「米山記念奨学会だより」と銘打ちましてガバナー月信に 6 回に渡り米山記念奨学会委員会の活動や
米山奨学生全員の横顔や夢などを紹介していくこととなりました。楽しみにご覧頂ければ幸いです。今年度の
2530 地区の米山奨学生は、ベトナム 6 名、中国 5 名、ネパール 2 名、ミャンマー 1 名、台湾 1 名、カメルーン 1
名の 6 ヶ国 16 名で、会津大学 3 名、国際ビジネス公務員大学校 2 名、東日本国際大学 3 名、福島大学 5 名、日
本大学 2 名、福島県立医科大学 1 名の学校構成となっています。

初めに2530地区の公共イメージ向上委員会の活動として8月5日(土)に郡山市で開催されたうねめ踊り流しに
ロータリアン50名余りに混ざって踊りの先頭でプラカードを持って歩いてくれた米山奨学生トラン・ティ・
フォンさんと福島米山学友グエン・フォンさんを紹介します。

　二人とも人懐こい性格で、多くのロータリアンに娘の様にかわいがられています。8 月 27（日）の米山セミナー
や 10 月 15 日（日）の地区大会で顔を見かけたら気軽に声をかけてあげると喜ぶと思います。
　次回は、米山セミナー「福島学友は今？！」をお届けします。
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職業奉仕委員会情報

・はじめに

　先日、地区研修協議会の職業奉仕委員会セッ

ション会場にて「四つのテスト」についてお話を

させていただきました。四つのテストはロータ

リーの中から誕生した言葉ではなく、倒産の危機

に瀕していた会社を再建させるために作られた指

標であるという事が、意外と皆さんに知られてい

ないことに気付きました。

　クラブ例会時に会員全員で唱和し、確認する倫

理訓的な形で使われている「四つのテスト」と

は、どのような背景の中から誕生し、現在に至る

のかを話してみたいと思います。

・四つのテストの誕生

　1930年という大恐慌の年は、多くの人々が職を

失い会社はいたるところで破産に至っていた。世

界大恐慌のあおりを受け、銀行さえも安全ではな

かったこの時代に、ハーバード・テーラーは個別

訪問方式で商品を売りさばくことで有名な食品会

社（ジュエル・ティー社）に勤めていました。有

能な彼は会社での昇進は早く、1929年には社長

カーカーの次の位に位置する取締役副社長となっ

ていました。

　その折、シカゴのコンチネンタル・ナショナル

銀行の副社長から、社長のカーカー氏を通して、

テーラーに時間の半分を割いて、莫大な借金を抱

え倒産の危機に瀕しているクラブ・アルミニウム

製品株式会社（調理器具メーカー）の再建を頼ま

れるのです。

　そこでテーラーは自分の選んだ数名のスタッフ

とともに、その会社に乗り込みました。

　会社の資料を集め調べると40万ドルの借金があ

ることがわかりました。報告書を債権者会議に提

出したところ、大多数の意見は、もう会社を閉鎖

したらどうかというものでした。

　そこで働く社員250名の職を得る手立ては、もは

や残されていないように思われました。

　また、社長のカーカーでさえ、クラブ・アルミ

ニウム製品会社はもう見込みがないから、ジュエ

ル・ティー会社へ戻ってきてはと言ったほどで

あった。

　テーラーはジュエル・ティー会社に戻って、3万

3千ドルという年棒を得るのと、クラブ・アルミニ

ウム製品会社で無報酬でとどまるのと見比べて、

ふとこんな考え方が心に浮かんだのです。

　「ひょっとしたら神が本当にお望みなのは、私

がここにとどまり働くことではないか」と。

　テーラーは長い祈りを神に捧げた。この会社に

残るのは誰の目にも賢いことではないから。

　しかし、これが神がお示しになった道だという

思い込みが、テーラーから離れなかった。

　この会社にこそ神が私のために選んでくださっ

たのでないか。テーラーは自分が神に導かれてい

るのだという確信を深め、迷うことなくわが道を

定めたのです。

　そこで、ます第一にしなければならないこと

は、どんな商売をするにしても、かかすことので

きないことであるが、高遇な倫理を道徳に基づい

た会社の経営方針として固めることであった。会

社の者が暗記できて、取引の際の考え、言葉、行

い、すべての面に利用できる倫理基準…。つま

り、会社を再建するためには、社員全員が簡単に

おぼえられて、正しい考え方を持って、正しい行

動をとるための指標が必要だった。

　テーラーは頭を抱え、机に寄りかかって神に

祈った。彼は頭を上げ、神に手を伸ばしたかと思

職業倫理委員長　上　村　直　人
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うと何やらそこに書き付けたのである。

１、真実かどうか。

２、みんなに公平か。

３、好意と友情を深めるか。

４、みんなのためになるかどうか。

　彼はこれを「四つのテスト」と呼び、考え、行

動する際の指針にしようとした。こうしてクラ

ブ・アルミニウム製品会社の経営方針となったの

です。

・四つのテストの成果

　四つのテストを、すべての仕事に当てはめるこ

とは時として厳しい場面もあった。しかし、でき

るだけ忠実に実行することによって、ディラーと

消費者だけでなく、同業者の間にも善意を築くこ

とができるようになりました。会社の40万ドルの

借金を5年で返済することができ、やがて100万ド

ル以上の株式配当を支払うことができるようにな

り、会社の総資産は750万ドルにまで達しました。

　四つのテストの背後には、真実・公平（正

義）・隣人愛といった永遠の宝が隠されており、

これがもたらした成果は、仕事の上だけに限られ

たものではなく、一般の人間関係にも最も有益で

大いに役立つことになるのです。

・四つのテストとロータリー

　ハーバード・テーラーは1940年、シカゴＲＣの

会長に就任します。その後1943年にＲＩ理事会の

認証のもとに「四つのテスト」が職業奉仕のプロ

グラムに組み込まれました。

　1954年テーラーがＲＩ会長に就任したその年

に、「四つのテスト」の版権をロータリーに委譲

しました。

　現行の「四つのテスト」は、東京クラブの本田

親男氏の翻訳によるもので、1954年以来、日本人

ロータリアンが座右の銘として親しんだ名訳です

が、その一方で、テーラーがこのフレーズを作っ

た意図が、完全に翻訳に反映されているか否かに

ついて、疑義を抱いている人も多いようです。

　皆さんもご存知のように、同じ英単語でも文章

の前後関係や、背景によって訳し方が変わってく

るからです。まず最初に考えなければならないこ

とは、四つのテストは倒産の危機に瀕していた調

理器具メーカーを再建させるために作られた極め

て現実的な基準だということです。

　田中毅氏は、四つのテストは商取引に関連して

作られたものであり、all concernedは取引先のこ

となのに、四つのテストの邦訳はall concernedを

allと同じに捉えていると指摘しています。

　このテストを商取引に限るものであれば、全て

正しく反論の余地はありません。しかし、ロータ

リー会員の中には、その職業が商取引に直接関係

しない人がいることや、四つのテストが商取引以

外の場でも使われる可能性が高いことを考慮すれ

ば、ロータリアンの日常生活すべての言行に通用

できる邦訳の方が適切であると考えられます。

　また、「四つのテスト」の複製及び使用につい

ては、人間関係における高度の道徳的水準の向上

を図り、それを維持することを目的としなければ

ならず、複製は販売や利益を増すための広告と結

びつけてはいけない。しかし、商社、団体または

公共機関の人間関係のすべてが「四つのテスト」

の方針に沿って実施されることを願って、真剣に

努力していることを説明するような方法としてな

らば、書簡箋やその他の印刷物に使用してもよい

と言われています。
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新会員紹介

相双分区　原町ＲＣ

小
こ

　西
にし

　誠
せい

　一
いち

会津分区　会津若松中央ＲＣ

大
おお

　原
はら

　　　茂
しげる

県北第二分区　飯坂ＲＣ

諸
もろ

　根
ね

　敏
とし

　之
ゆき

中央分区　郡山西ＲＣ

西
にし

　條
じょう

　勝
かつ

　昭
あき

相双分区　原町ＲＣ

阿
あ

　部
べ

　雅
まさ

　宏
ひろ

会津分区　会津若松中央ＲＣ

古
ふる

　川
かわ

　喜
よし

　郎
ろう

県北第二分区　福島北ＲＣ

小　野　真　一

中央分区　郡山西ＲＣ

馬
ば

　場
ば

　文
ふみ

　也
や

いわき分区　いわき平ＲＣ

竹
たけ

　内
うち

　和
かつ

　洋
ひろ

県北第一分区　福島南ＲＣ

邊
へん

　見
み

　昌
まさ

　喜
き

県南分区　白河西ＲＣ

大
おお

　住
すみ

　由
ゆ か り

香里

相双分区　原町中央ＲＣ

高
たか

　田
だ

　泰
やす

　幸
ゆき

いわき分区　いわき勿来ＲＣ

木
き

　村
むら

　義
よし

　英
ひで

県北第一分区　福島南ＲＣ

亀
かめ

　井
い

　　　淳
あつし

中央分区　郡山西ＲＣ

鴫
しぎ

　原
はら

　健
けんたろう

太郎

相双分区　原町中央ＲＣ

半
はん

　澤
ざわ

　秀
ひで

　幸
ゆき

職業分類：電気事業
入 会 日：平成29年７月６日

職業分類：広告代理業
入 会 日：平成29年７月３日

職業分類：信用金庫
入 会 日：平成29年７月６日

職業分類：タクシー業
入 会 日：平成29年７月19日

職業分類：発電所
入 会 日：平成29年７月６日

職業分類：総合保険代理店
入 会 日：平成29年７月３日

職業分類：信用金庫
入 会 日：平成29年７月11日

職業分類：ボイラー設備業
入 会 日：平成29年７月19日

職業分類：内国為替銀行
入 会 日：平成29年７月13日

職業分類：銀行業
入 会 日：平成29年７月26日

職業分類：介護
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：信用金庫
入 会 日：平成29年７月４日

職業分類：製紙工場
入 会 日：平成29年７月12日

職業分類：銀行業
入 会 日：平成29年７月26日

職業分類：消防施設業
入 会 日：平成29年７月19日

職業分類：タイヤ配布
入 会 日：平成29年７月４日
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中央分区　郡山東ＲＣ

伊
い

　藤
とう

　清
きよ

　正
まさ

中央分区　郡山東ＲＣ

薄
うす

　井
い

　康
やす

　利
とし

会津分区　田島ＲＣ

星
ほし

　　　健
けん

　一
いち

相双分区　南相馬ＲＣ

村
むら

　上
かみ

　正
まさ

　孝
たか

中央分区　郡山東ＲＣ

大
おお

　橋
はし

　　　純
じゅん

いわき分区　いわき小名浜ＲＣ

磯
いそ

　　　修
しゅういちろう

一良

中央分区　郡山ＲＣ

石
いし

　見
み

　貞
てい

　治
じ

相双分区　南相馬ＲＣ

大
おお

　内
うち

　光
こう

　一
いち

中央分区　郡山東ＲＣ

鴫
しぎ

　原
はら

　和
かず

　義
よし

いわき分区　いわき小名浜ＲＣ

黒
くろ

　神
かみ

　雅
まさ

　也
や

県北第二分区　福島東ＲＣ

長
なが

　澤
さわ

　祐
ゆう

　嗣
じ

相双分区　南相馬ＲＣ

渡
わた

　部
なべ

　亜
あ

　季
き

中央分区　郡山東ＲＣ

上
うえ

　田
た

　　　眞
まこと

いわき分区　いわき小名浜ＲＣ

大
おお

　曲
まがり

　一
かず

　行
ゆき

いわき分区　いわき平東ＲＣ

星
ほし

　　　　　薫
かおる

会津分区　会津若松城南ＲＣ

山
やま

　口
ぐち

　隆
たか

　義
よし

職業分類：信用金庫
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：印刷業
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：司法書士
入 会 日：平成29年７月４日

職業分類：電気工事
入 会 日：平成29年８月１日

職業分類：宅配水業
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：弁護士
入 会 日：平成29年７月11日

職業分類：テレビ放送
入 会 日：平成29年７月20日

職業分類：造園業
入 会 日：平成29年８月１日

職業分類：警備業
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：石油
入 会 日：平成29年７月11日

職業分類：農薬・肥料販売
入 会 日：平成29年７月７日

職業分類：飲食店
入 会 日：平成29年８月１日

職業分類：建設業
入 会 日：平成29年７月１日

職業分類：港湾荷役業
入 会 日：平成29年７月11日

職業分類：電気供給業
入 会 日：平成29年７月５日

職業分類：金属加工業
入 会 日：平成29年７月25日

ロータリーはあなたの入会を待っておりました、ともに国際理解と地域社会に貢献しましょう。
10月15日㈰地区大会において、檀上にてお待ちしております。
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国際ロータリー第2530地区

2017－18年度 地区大会のご案内

皆さまのご参加をお待ちしております
ホストクラブ 白河ロータリークラブ　■大会事務局：ガバナー事務所　TEL 0248－21－7080

須賀川ロータリークラブ・東白川ロータリークラブ・石川ロータリークラブ・矢吹ロータリークラブ
須賀川南ロータリークラブ・白河西ロータリークラブ・須賀川ぼたんロータリークラブ・白河南ロータリークラブ

コ・ホストクラブ

本格的な夏の到来とともにガバナー年度の幕開けとなりました。
さて、地区最大の行事であります地区大会は来る10月14日㈯、15日㈰の両日にわたり歴史の
街・白河の新装なった白河文化交流館「コミネス」において開催する予定でございます。
この地区大会は地区内の活動について学び、他のクラブのロータリアンとの交流が目的であり、
地区内外から多数のロータリアンを、そしてＲＩ会長代理ご夫妻をお迎えし、ご案内のようにそ
れぞれの分野の第一人者の記念講演等行う予定であります。
ロータリアン多数のご参加をお待ち申しあげます。ガバナー：鈴木邦典

　10：00　ガバナー補佐会議
　10：40　地区大会委員会
　11：30　諮問委員会
■会長・幹事会
　13：30　登録
　14：00　開会点鐘
　14：50　閉会点鐘
■地区指導者育成セミナー
　14：50　登録
　15：10　開会点鐘
　15：20　講演
　16：30　閉会点鐘
■ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　17：00　登録
　17：30　ＲＩ会長代理ご夫妻入場
　18：20　乾杯
　20：00　｢手に手つないで」
　　　　　　閉会のことば

10月14日（土）
会場：東京第一ホテル新白河

第１日第１日

■大会本会議
　08：30　登録
　09：25　ＲＩ会長代理ご夫妻入場
　09：30　開会点鐘
　　　　　　ガバナー挨拶
　　　　　　ＲＩ会長代理挨拶
　　　　　　来賓祝辞
　10：35　休憩（10分）
　10：45　大会委員会報告
　　　　　　ＲＩ現況報告
　　　　　　地区現況報告
　11：20　各種表彰
　12：00　昼食（50分）
　12：50　記念講演
　14：20　休憩（10分）
　14：30　IAC・RAC・米山奨学生・
　　　　　　青少年交換留学生紹介
　15：00　参加クラブ紹介
　16：00　閉会点鐘

10月15日（日）
会場：白河文化交流館｢コミネス」

第２日第２日

小峰城

講師：田崎　真也 氏

講師：鈴木　秀憲 氏

地区大会ゴルフコンペ
と　き　2017年 10月９日（月・祝）
ところ　白河高原カントリークラブ
会　費　5,000 円

ホストクラブ　　　　
　　　白河ロ－タリ－クラブ
コ・ホストクラブ
　　　須賀川ロ－タリ－クラブ　　　　　　東白川ロ－タリ－クラブ
　　　石川ロ－タリ－クラブ　　　　　　　矢吹ロ－タリ－クラブ
　　　須賀川南ロ－タリ－クラブ　　　　　白河西ロ－タリ－クラブ
　　　須賀川ぼたんロ－タリ－クラブ　　　白河南ロ－タリ－クラブ

皆さまのご参加をお待ちしております


