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国際ロータリー第２５３０地区
２０１８－１９年度ガバナー

平 井 義 郎

ガガババナナーーメメッッセセーージジ

親愛なるロータリアンの皆様
始めに西日本豪雨災害に際し甚大な被害を受け

られた各地区の皆様に心からお見舞い申しあげま
す。ここ数年の豪雨による災害は段々と規模が大
きくなり、その被害範囲も拡大しているように思
えます。
この災害に対し、私たちはできるだけの事をす

る必要があると考え、ロータリアン各位に義捐金
を募り、地区の災害特別基金と合わせて送ること
にしました。
会員皆様の特段のご協力をお願いいたします。
さて、過日、前期地区委員会総会を福島市で開

催し、各委員会の年間方針の策定と報告が行われ
ましたが、それぞれの委員会の活動方針が立派に
計画されとても素晴らしい会合となりました。
８月は会員増強月間ですが、委員会総会の中、

会員増強について、その動向と見通し、必要性が
大きくとり上げられました。
ロータリーは今、国際的に認められ、必要とさ

れる団体となっており、多くの国々の人々から支
援への期待が寄せられています。
一方、ロータリーは高齢化と少子化による会員

減少が懸念されており、このままでは、ロータリ
ーが存続できるか危ぶまれています。世界で必要
とされているロータリーが、今後２０年５０年と存続
していくためには会員増強、それも若い世代の会
員、そして女性会員の増強が急務となっていま
す。私たちには、この素晴らしいロータリーを次
世代以降も活躍出来る組織として残していく責務

があります。
会員増強を行うためには、従来の運営やルール
を見直し、新会員として入会しやすい、あるいは、
面白そうだから入会してみようという気持ちにさ
せるようなクラブに変身していくことが必要です。
細則の見直しなどを積極的に行い、クラブに新
しい風を吹かせクラブの改革に取り組んでいただ
くことを切望いたします。
地域社会に認知され、ロータリーが理解される
よう奉仕活動を実践してください。身体を使い、
汗を流し地域社会のために奉仕活動を行うことに
よって社会に認知され、公共イメージが向上し会
員増強に結びつくことになります。また、それら
の活動によって行った達成感と充実感が次の活動
の原動力となることでしょう。
１９８９‐９０年度国際ロータリー会長ヒューM. アー
チャー氏はRI テーマとして「エンジョイロータ
リー」を掲げました。今私たちは「エンジョイロ
ータリー」のできるクラブづくりをしていく事が
必要なのです。「エンジョイロータリー」につい
て４回に分けてご紹介します。

「「エエンンジジョョイイロローータタリリーー」」ロローータタリリーーをを楽楽ししももうう①①

すべてのロータリアンにとってクラブ会員であ
ることが心満ちた体験となるようにして。
クラブのプログラムや活動、またプロジェクト
への各ロータリアンの積極的な参加を奨励するこ
とによって、クラブ例会、委員会、家庭集会（小
グループ討論会）、その他のクラブ活動において
親睦を推進してください。
新会員を入会させることによって、あなたのクラ
ブの親睦の輪を広げてください。ロータリーの奉
仕の理想を表明し、地域活動を拡大してください。
新進の若手実業人や専門職業人にあなたのクラ
ブの影響力を深めるためにローターアクト・クラ
ブと協力してください。ちなみに、ローターアク
ト・クラブの標語は、「奉仕を通じての親睦」です。
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ガバナー会に出席して

２０１８－１９年度ガバナー 平井 義郎

２０１８年７月１日東京のプリンスホテル高輪でガ
バナー会が開催されました。
全国３４地区からガバナーが集まり、今年度の方

針や共通認識事項の確認などを行いました。年度
中３回ガバナー会を開くことや、地区大会につい
て、どの地区大会へ、どこのガバナーが参加する
か、また、その場合の交通手段を事前に案内し参
加しやすくすることなどを話し合いました。
その後、昼食を挟んで参加者へガバナーの自己
紹介、そしてガバナーエレクトの自己紹介が行わ

れました。
１５時から「友」の地区代表委員の会合があり、
地区代表委員はガバナーに一番近いところにいて
ガバナーの情報を地区や「友」に報告していく重
要な存在である事の説明がありました。
なお、ロータリーの友は現在赤字決算が続いて
おり、このままでは単価を上げなければならなく
なる、しかし、１クラブ２～３冊余計に購入して
いただくだけで、黒字に改善できるので協力をお
願いしたいとのことでした。

国際大会に出席して
２０１８－１９年度ガバナー 平井 義郎

２０１８年６月２３日から２７日までカナダ、トロント
で国際大会が開催されました。
６月２３日朝から日本人朝食会が開催され参加、

その後１５時から開会式という事で、市内観光を簡

単に行い、本会議場へ向かいました。
少し時間がありましたので、各クラブより預
かった「信任状」を届けに行きました。
信任状の受付場所は友愛の広場でしたので、そ
こで多少時間調整を行ってから本会議場に入りま
した。
ロータリー参加国の国旗入場の後、英国のアン
王女によるポリオ撲滅活動におけるロータリアン
の尽力に感謝する講演がありました。
その晩には、鈴木邦
典ガバナーナイトが開
催され参加した地区会
員が集まり国際大会を
楽しみました。
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第１回諮問委員会報告

地区幹事 鈴木 和夫
７月７日�１１時からザ・セレクトン福島に於いて、第１回諮問委員会が開催されました。

諮問事項、報告事項については次の通りです。
（諮問事項）

・ガバナーノミニー指名について
ガバナーノミニーの公募については月信８月号に掲載する。

（報告事項）
①須賀川南ロータリークラブ RI 脱会の件
６月３０日付けで受理された。
②だて西ロータリークラブについて
③規定審議会について
２０２２年度規定審議会に提案する制定案・決議案の地区への提案締切は８月末とする。
月信８月号に掲載し、周知する。

④２０１８－１９年度地区大会開催要項について
会津分区による地区大会開催の概要について月信７月号裏表紙に掲載。多くの会員の登録をお願いしたい。
⑤２０１８－１９年度地区大会委員会委員長選任について
例年に従い各委員会の委員長は次の通り
登録委員会 ＞鈴木 邦典 PDG 資格審査委員会 ＞佐久間英一 PDG
選挙委員会 ＞酒井 善盛 PDG 決議委員会 ＞野﨑 潔 PDG

⑥地区補助金について
今年度ロータリー財団委員会による地区補助金一覧について説明した。

⑦国際大会報告（国際大会における信任状提出について）
各クラブからお預かりした信任状５９通を提出し受理、投票に付された旨説明した。

⑧ガバナー会（７／１）報告
ａ．日本のロータリー１００周年を祝う鐘
ｂ．２０１８－１９年度 RI・TRF役員名簿
ｃ．ガバナー会決算推移と２０１８－１９年度予算
ｄ．ロータリー文庫協力金改定についてのお願い
ｅ．２０１８－１９年度一般社団法人ロータリーの友事務所予算書（案）
ｆ．地区大会参加についての申し合わせ（案）
ｇ．他地区からの地区大会への参加予定者（ガバナー・令夫人）
ｈ．ハンブルグ国際大会参加目標
ｉ．第４７回ロータリー研究会（予告）

国際ロータリー第２５３０地区 ２０２１‐２２年度
ガバナーノミニー候補者指名案について

地区ガバナー指名委員会（委員長：鈴木邦典直前ガバナー）は、各クラブに対して２０２１‐２２年度にガバナー
に就任するガバナーノミニー候補者として適任者があれば、候補者指名案を指名委員会に提出するよう要請し
ます。候補者指名案の提出は９月末日までとします。

《提出書類》
１．２０２１‐２２年度ガバナーノミニー推薦書
（例会で決議された旨クラブ幹事が正式に証
明したクラブ会長署名の推薦書）

２．本人推薦承諾書

３．本人ロータリー歴記載の経歴書
※書式は地区のホームページに掲載します。

《提出先》※必ず郵送してください。
〒９６０‐８１３１
福島市北五老内町１番３号福島法曹ビル５０１号室
国際ロータリー第２５３０地区ガバナー事務所内
第２５３０地区ガバナーノミニー指名委員会

委員長 鈴木邦典 宛
※封筒表面に「ガバナーノミニー推薦書在中」
と朱書してください。
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大関静江講師
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事務担当者研修セミナー報告
７月１４日（土）、郡山ビューホテルに於いて「事務担当者研修セミナー」が開催されました。
ガバナー、研修リーダーのあいさつの後、長谷川地区資金委員長から送金関係の説明があ
り、鈴木地区幹事から地区への報告の説明がありました。
その後、出席報告について（平
井ガバナー）、My ROTARYにつ
いて（鈴木 ITチームリーダー）の
研修が行われ、大関静江さんから

「事務局として」という演題で、事務局経験者と
しての講話がありました。
懇親会では、分区や経験年数の違う方々が同席

となり、懇親を深めました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

第１回ディスカッションリーダー研修会報告
地区では今年度からRLI（ロータリーリー

ダーシップ研究会）に参加することとし、導
入のための第１回ディスカッションリーダー
研修会を７月１４日㈯に開催しました。
講師として、RLI 日本支部ファシリテータ
ー委員長の中村靖治様（RI 第２７７０地区パス

トガバナー、吉川RC）にお出でいただき、RLI の考え方、
研修の進め方などの説明を受けました。

福福島島県県知知事事表表敬敬訪訪問問
平井義郎ガバナーは７月

５日�、内堀雅雄福島県知
事を表敬訪問いたしまし
た。鈴木和夫地区幹事、古
俣猛県北第一分区ガバナー
補佐、渡邊武県北第二分区
ガバナー補佐が同行しまし
た。

福福島島市市長長表表敬敬訪訪問問
平井義郎ガバナーは７月

６日�、木幡浩福島市長を
表敬訪問いたしました。鈴
木和夫地区幹事、古俣猛県
北第一分区ガバナー補佐が
同行しました。

中村靖治講師
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２０１８－１９年度 前期地区委員会総会報告

地区幹事 鈴木 和夫
（福島中央ＲＣ）

７月７日�、２０１８－１９年度前期地区委員会総会
が、１８の委員会、約１１０名の地区委員・役員が集
いザ・セレクトン福島で開催されました。この総
会は、この７月から平井義郎地区ガバナーのもと
に新たな年度が始まり、各地区委員会が新年度の
活動計画などを確認する会議です。
総会本会議�は１３時３０分開会点鐘に始まり、

「国歌斉唱」、ロータリーソング「奉仕の理想」の
斉唱の後、平井ガバナーから重要目標であるポリ
オの撲滅、会員増強、公共イメージ向上などにつ
いてお話がありました。続いて酒井善盛地区研修
リーダーのあいさつがありました。
今回の委員会総会は、福島北ロータリークラブ

がホストクラブとなり大変なご協力をいただきま

した。ホストクラブを代表して鈴木宏幸実行委員
長があいさつをしました。鈴木地区幹事からは、
今後各委員会がセミナーなどを開催するにあたっ
ての心得などの説明がありました。
この後１４時から１５時までの６０分にわたり各委員
会の分科会になりました。また同時間に別室にお
いてガバナー補佐会議も行われました。
総会本会議�では、１５時１０分から１６時３０分まで

１８の委員会から事業計画の発表がありました。そ
の後、阿久津肇地区運営委員長から総評があり、
連絡として芳賀裕ガバナーエレクトから２０１９年６
月に開かれるハンブルク国際大会への参加要請に
ついて説明がありました。１６時４５分には平井ガバ
ナーから会議の謝辞と会津で行われる地区大会へ
の参加要請があり、閉会点鐘となりました。
１７時からは、福島北ロータリークラブの皆さん
の協力で懇親会が行われました。平井ガバナー年
度が実りある一年になることを全員で確認し合い
ました。中締めは福島北RC野﨑潔PGが務めまし
た。

前期地区委員会総評
地区運営委員会 委員長 阿久津 肇

長時間にわたって熱心な協議、そして各委員会
の活動方針の発表、ご苦労様でした。新しいロー
タリー年度を迎え、地区の組織の中で重要なポジ
ションに就かれた皆様が、それぞれある緊張感を
抱きつつも、奉仕活動に果敢に挑むポジティブな
姿勢を拝見し、また大変よく勉強されていること
がわかり、心強く感じました。そして平井年度が
しっかりした実績をあげられることを予感しました。

２０１６年の規定審議会をみても判るように、ロー
タリーの潮流に私たちは、変化を読み取らなけれ
ばなりません。持続可能性や柔軟性がKey Word
であります。
そうしたことを踏まえ、今年度平井ガバナー
は、当２５３０地区にも様々な新しい機軸を試みよう
としています。私共はこの風を肌で感じ、多くの
課題について、新しい感覚で地区の活動に取り組
みたいと思います。それも偏に皆様の活動に係っ
ています。素晴らしい実のある活動をご期待申し
上げて総評といたします。
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地区運営委員会

委員長 阿久津 肇
（福島RC）
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地区運営委員会
地区規定・表彰検討チーム

リーダー 佐藤 吉弘
（福島北RC）
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地区運営委員会
地区運営検討チーム

リーダー 三本杉栄広
（福島東RC）

委員会事業計画

地区の管理・運営は、RI 細則１６条に「ガバナーは、そ
の一般的な指揮、監督の下に、職務を行うRIの役員であ
る」とあるように、当然のことながらガバナーに帰せら
れるものであります。

２０１８－１９年度平井ガバナーは、地区組織にガバナー直
属の「地区運営委員会」を設置し、さらに付随した「地
区規定・表彰検討チーム」と「地区運営検討チーム」を
併設しました。

この地区運営委員会の設置の目的は、平井ガバナーが
最近のロータリーの様々な変化に対応しつつ、ガバナー
を補佐し、またガバナーの掲げる地区目標を各クラブが
着実に実行するのを推進することと理解しています。

原点に帰り、地区の活動の目的は何かと考えれば、ロ
ータリー章典にあるように「地区の活動ならびにその組
織は、あくまでロータリークラブを支援し、その取り組
みを更に高めることを唯一の目的とする。」であります。
地区の組織は、あくまでロータリークラブが中心であ
り、ロータリークラブが核心なのであります。

平井ガバナーは、今年度地区運営・活動方針として９
項目を挙げられました。当委員会としては、各地区委員
会と協力し、それぞれのクラブへのガバナーの意図する
活動方針の周知、そしてその目標達成をサポートしたい
と思います。
ご承知のように２０１６年「地区運営規定」の改訂によ

り、ガバナー補佐候補者の３回の研修セミナーが規定さ
れました。それにより、既に２０１７年１０月、１１月、２０１８年
１月に研修セミナーが実施され、当委員会も参画いたし
ました。
なお、この後「地区規定・表彰検討チーム」佐藤リー

ダーと「地区運営検討チーム」の三本杉リーダーより報
告があります。

地区規定は、十数規定があります。２０１６－１７年度に阿
久津パストガバナーを委員長として、各規定の見直し及
び改正がされました。今年度は、当該改正のうえで、な
お、見直しが必要な規定について、優先順位のもとに、
検討していきたいと存じます。
まず、表彰規定ですが、RI で現在見直し中ということ
なので、RI の規定改正を待って、地区表彰規定について
着手します。つまり、今年の地区大会における表彰は現

表彰規定のもとに実施されることとなります。
次に、地区危機管理規定ですが、第４条（委員会の構
成等）の規定が、現組織と合っていないので、当該規定
制定時の会員と相談のうえ、改正を図ります。
地区慶弔規定ですが、現規定はガバナー並びにパスト
ガバナーの慶弔規定となっており、会員に関する規定が
ありません。会員に関する条項を加えて改正を図りま
す。
難題は、地区ガバナーノミニー指名委員会規定です。
ＲＩ細則第１４条第２節を参考としながら検討してきまし
た。現規定の問題点或いは項目の整理を図り、改正案を
提示したいと思っております。
いずれの規定も、改正には、諮問委員会の承認が必要
であることを申し添え、報告と致します。

分科会の開会にあたり、平井ガバナー及び阿久津委員
長（PG）から地区が抱える課題と地区運営検討チームの
地区組織における位置づけと役割について説明を頂い
た。

１．地区の課題等について
（１）ガバナー事務所の固定化（場所、事務局員等）

の要否について
（２）ガバナーノミニ―デジグネート選考に係る諸課

題について
（３）会員増が低迷し、かつ、物価上昇の中、地区資

金（賦課金）をいかにするか
（４）少人数クラブに対する地区としての支援のあり

方（クラブとの情報交換・助言等）
（５）会員の高齢化と若年会員の減少など会員増強の

低迷等に伴う分区の再編等（上記（２）関連）
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地区研修委員会

委員長 酒井 善盛
（南相馬RC）
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地区研修委員会
公共イメージチーム

リーダー 相良 元章
（福島RC）

（６）その他 ３０歳未満の会員入会促進のための分担
金変更への対応等

２．活動計画作成に当たって考慮した事項
（１）地区組織内における地区運営検討チームの位置

づけ
（２）平井ガバナーの地区運営検討チームへの要望

（要求）事項
（３）地区運営に関する課題等
（４）課題等に対する平井ガバナーの対処方針や考え

方
（５）検討チームの役割と任務の理解
（６）その他
上記事項を考慮の上、検討チームとしての活動方針を
決定し、活動計画を作成する。

３．活動計画
（１）活動の基本方針

地区が抱える課題等について理解し、チームメ

ンバーがこれを共有すると共にこれらの情報を地
区内各クラブに伝達し、課題等に対する会員の意
識を鼓舞する等によりガバナーを補佐する。

（２）具体的活動
ア、主な活動
○ガバナー事務所の固定化について地区内各クラ
ブにアンケート調査を実施。
・内 容：今後開催の委員会で決定する。それま

でに事務局と協議し原案作成。
・時 期：３月末頃までに結果をまとめ、平井ガ

バナーに報告する。
イ、その他
○委員会を２～３回開催し、アンケート項目等に
ついて審議すると共にガバナー及び委員長との
情報交換を行う。
○分区の会長・幹事会に出席し、意見聴取・交換
を行い、地区の課題等について各クラブに周知
の努力をする。

今、ロータリーは「イノベーションの時代」を迎えて
います。２０１６年の規定審議会では、クラブの柔軟性や独
自性が注目され、多くの新しい考えが決議されました。
４月に行われましたRI理事会では４０代の若いパストガ
バナーが招かれ、彼らの考えを参考に、若い会員を増や
すための決議をされたようであります。
バリー・ラシンRI会長はインターアクト・ローターア
クトの育成に強いメッセージを提唱され、平井義郎ガバ
ナーは２５３０地区の事業目標に掲げられました。ロータリ
ーの将来を担う若い世代の入会と育成は不可欠でありま
す。研修委員会では４つの勉強会と２つの実働チームを
企画、実行して参ります。
「１」６５クラブ研修リーダーの勉強会、新会員オリエン

テーションを指導

「２」次期クラブ幹事の勉強会『SETS』を地区運営委
員会と共同開催。分区単位で行う。

「３」次期ガバナー補佐研修（招集者…芳賀ガバナーエ
レクト）

「４」ロータリー・リーダーシップ研究会『RLI』。ディ
スカッション方式で、新会員から３０年以上の経験
豊かな会員が平等に意見を述べることのできるボ
トムアップ形式の勉強会

「５」公共イメージの向上「相良元章チームリーダー」
「６」ITチーム「鈴木雅之チームリーダー」
２５３０地区では毎年１００名前後の方がロータリーに入会
してまいりますが、同数前後の退会者がいます。退会者
の６０パーセント以上が入会３年未満の方です。ロータリ
ーを理解し、ロータリーを共に学ぶ機会の場を提供でき
るよう、「６つ」の目標を掲げました。新会員の入会は
大歓迎ですが、退会者の減少も会員増強の重要事項と考
えます。
２０１８－１９年度「平井年度」は２５３０地区もRI の方針に従
い「変革」の年度になると思います。会員各位のご協力
をお願い申し上げます。

【チーム活動方針】
ロータリーの目的と活動をより正しくより多く伝え、
ロータリーファンを増やそう！

【チーム活動計画】
●地区公共イメージ向上戦略の策定
・RI や地区関係者らと議論をしながら「戦略・戦術・ロ
ードマップ」の作成を行います。
●クラブサポート
・公共イメージセミナーを９月１日�に開催し、クラブ
広報活動へのアドバイスやロータリーロゴマークの適
正な使用についてサポートいたします。
・ITチーム等と連係し、ロータリーショーケース等へ活
動成果の掲載を行います。
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地区研修委員会
ＩＴチーム

リーダー 鈴木 雅之
（いわき勿来RC）
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会員増強・拡大・
ロータリー情報委員会

委員長 箭内 一典
（福島中央RC）

●メディア対策
・マスコミ懇談会を７月２０日�に開催し、ロータリーと
マスコミ各社との意見交換の場づくりを行います。
・マスコミ担当者名簿をクラブに配布し、各メディアへ
の働きかけ（ニュースリリース等）の強化を図りま
す。
●発信活動の実践（イベント開催サポート）
・ロータリーデーの開催を分区やクラブに呼びかけ、運
営のサポートをいたします。（地区財団委員会とのコ
ラボレーション事業）

●効果の検証
・ロータリー認知度に関するアンケート調査の実施とメ
ディア掲載件数の数値化を図り、どのように取り上げ

られどのような効果があったのか検証します。

【今年度作成予定備品】
ロータリーブース用テント、のぼり、ポリオデーチラ
シ、ポスター、募金箱、アンケート調査備品その他

【その他の活動】
「公共イメージ情報共有シート」の活用やマスコミに
対するプレスリリースの具体的な方法等について、クラ
ブや地区委員会に働きかけをして参ります。
また他地区での公共イメージ向上のための取り組み事
例を収集し、効果的な手法について調査・研究いたしま
す。

本年度のITチームの活動は、平井義郎ガバナーの方針
に基づき、My ROTARYの普及のための操作指導と IT
活用推進、及び会員情報の整備を行ってまいります。更
には、公共イメージチーム、ロータリー情報委員会との
連携を図ってまいります。そのためにも昨年と同様に、
各クラブ内に１名のIT推進担当員を必ず選任して頂きま
すようお願い申し上げます。

【計 画】
■７月１４日㈯……事務担当者研修セミナー
当該セミナーに於いて、事務担当者向けに会員情報の

整備作業についての操作説明を行います。目的は、地区
ロータリアン全員の生年月日、性別等の基礎データを整
備するためです。目標は１００％必達です。

■９月１日㈯……地区研修委員会研修セミナー
クラブ会長・幹事、研修担当者及び選任されたＩＴ推
進担当者を対象にMy ROTARYの有効活用について説
明します。
内容は、ロータリークラブセントラルの登録・操作に
ついてと公共イメージチームと連携したロータリーショ
ーケースの活用と操作についての勉強会です。

■随時……出前講座
My ROTARYの登録率が伸び悩んでいるクラブを対
象に「出前講座」を開催いたします。
内容については、各クラブ内でのIT推進に関する講座
で、My ROTARYの登録、操作を中心に行います。

【その他】
１．公共イメージチームと連携し、情報発信に努めま
す。
３．ロータリー情報委員会と連携し、メーリングリスト
を活用し速やかに各クラブに情報を開示するように努
めます。

平井ガバナーの会員増強に関する目標は、「現会員の
退会を防ぐ」、「４０歳未満の会員の純増１名」、「女性会員
の純増１名」です。
昨年度も前々年度同様、年間の退会者が２３０名前後い
たと推定され、２０１４－１５年度の１９１名、２０１５－１６年度の
１８６名の退会者と比較すると約４０名増加しております。
「退会者の増加」が地区の会員が２年続けて減少する要
因となっています。
多くのクラブで会員の高齢化が進行し、「高齢や退職

の理由による退会」が大幅に増えています。これらのク

ラブでは「高齢・ベテラン会員」、「仕事を退職した会
員」に対する「会費の減額等の検討」が必要と思いま
す。
次に、若い会員の入会に関しては、RI では３５歳未満の
会員の「人頭分担金」を５０％減額する制定案を２０１９年の
規定審議会に提出することを理事会で決定しました。地
区の各クラブでも高齢化が進行しており、若い会員の入
会促進は「待ったなし」の状態です。４０歳未満の会員が
「入会し易い条件の整備」を検討して頂くようお願いし
ます。また、若い人が入会し易い条件の「衛星クラブ」
の設立も検討する必要があると思っております。
当地区は、人口あたりのロータリー会員数が、山形、
北海道東部に次いで、全国３位であり、人口１万人あた
り１３．５人と、全国平均７人の倍近くのロータリアンがい
ます。尚且つ本県人口も減少しており、経済状況も復興
関連事業も少なくなり、ロータリー会員の増強には厳し
い状況が続いております。このような条件下、女性会員
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職業奉仕委員会

委員長 田久昌次郎
（いわき平中央RC）

����������������������������������������������������������������������

奉仕プロジェクトグループ

リーダー 渡部 英一
（猪苗代RC）
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の増強は会員減少を食い止める有効な方策であり、クラ
ブの「会員基盤の向上」にもなります。
しかしながら、地区には女性会員ゼロのクラブが６５ク
ラブ中、３分の１の２２クラブ有ります。これらのクラブ
には「女性会員の入会促進」の検討をお願いします。
ロータリー情報委員会では、今年度より「ガバナー月
信」に「ロータリーに関する最新情報」を掲載する予定
です。今検討中の内容は ①ガバナーからの情報 ②全
国ロータリーのセミナー情報 ③ロータリー会長賞の各
クラブ進捗情報（後半） ④RI 理事会の情報 ⑤ロータリ

ーレート ⑥新会員セミナー等各地区・分区で行われて
いる内容情報 ⑦２０１９年RI規定審議会における改訂情報
・変更箇所の説明等です。
最後に、会員増強・拡大・ロータリー情報委員会セミ
ナーを、８月２５日�午後１：３０より郡山市にある福島県
農業研修センターで開催します。当日は、RI 第一ゾーン
ロータリーコーディネーターの酒井正人氏（函館 五稜
郭RC）にお出で頂き、「会員増強に関する」基調講演を
お願いしています。多くの会員のご参加をお願いしま
す。

本年度地区職業奉仕委員会は「職業奉仕を学び、実践
しよう！」をテーマに、相談役には根本一彌PGに務めて
戴き、委員６名で活動して参ります。
その活動方針については過日の地区研修協議会で各ク

ラブにもお話をしておりますが、５つの具体的活動を地
区全体で推進しますので、ご理解・ご協力をお願いいた
します。

１．各クラブは「職業」「倫理」をキーワードとする
卓話を実施し、クラブ内での学びの場として下さ
い。特に、１月は「職業奉仕月間」となりますので

関連する卓話をご検討下さい。
２．卓話実施の際には、要望により地区職業奉仕委員
の派遣を検討いたします。ガバナー事務所あるいは
地区委員までお尋ね下さい。
３．地区「職業奉仕セミナー」を開催いたします。時
期は来年４月下旬を予定しています。各クラブ職業
奉仕委員のセミナー参加をお願いいたします。
４．地区職業奉仕委員会では、勉強会を実施し、その
成果をガバナー月信に掲載いたします。勉強会は７
月１４日、９月２２日、２月１６日、５月２５日の計４回を
予定していますが、ロータリアンであればどなたで
も参加可能です。詳しくは地区委員にお問い合わせ
下さい。
５．地区職業奉仕委員会は、ともに学び、クラブに広
め、実践する職業奉仕活動の推進に努めます。各ク
ラブは、マスコミ・「My ROTARY」・SNSなどを利
用し、RC活動を通じた「職業奉仕」実践事例の発信
をご検討下さい。

２０１８－１９年度より、地区の組織が変わりました。
社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年交換委員会
が奉仕プロジェクトグループとして一つになりました。
国際ロータリーの中では、クラブの構成メンバーが３０
人以下のクラブが多くを占めています。RI で推奨する委
員会は２２ほどありますが、クラブの効率化、簡素化を図
る上でも地区として、今年度より３つの委員会を対外的
な奉仕部門として、ひとつの奉仕プロジェクトとしてま
とめました。
基本的には、地区として各クラブの事業を支援してい

くスタンスであります。
初めての試みでありますので、支障が出るかもしれま
せんが、３つの委員会が一致団結して地区内クラブをサ
ポートしていきたいと思います。
早速、「エクアドル花火プロジェクト」の企画を奉仕

プロジェクトとして支援することになりました。
このプロジェクトは、エクアドルと日本の国交樹立

１００周年を記念して行われるもので、野口英世が１００年前
エクアドルで研究を重ねていた成果が、国交樹立に大き
く関わっています。英世がつなげた国交樹立。花火プロ
ジェクトは、彼の生まれた故郷から次の１００年へ向けて、
新たな交流が生まれることを期待しています。具体的な
ご協力内容は各クラブへお願い致します。
担当は国際奉仕委員会が関わることになり、ただ情報
の共有を青少年奉仕委員会・学友平和フェローシップ委
員会・公共イメージチームとはかってまいります。
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奉仕プロジェクトチーム
社会奉仕委員会

委員長 望月 隆司
（常葉RC）
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奉仕プロジェクトグループ
国際奉仕委員会

委員長 白岩 良子
（三春RC）
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奉仕プロジェクトグループ
青少年交換委員会

委員長 佐藤 正道
（喜多方RC）

社会奉仕委員会の今年度前期の事業として、
①９月２日に社会奉仕委員会セミナーを実施します。
セミナーの内容についてはMy ROTARYの中にあ
る、「プロジェクトの流れ」についての勉強をした
いと考えています。
②９月２９日から１１月４日までの毎週土日に実施される
猪苗代湖漂着水草回収ボランティア活動を応援致し
ます。
③１１月４日に開催される「ふくしま植樹祭」に対し
て、何らかの支援活動または事業に参加することを
計画しています。これにつきましては今後県担当部

署と話し合いをする予定です。
また、通年の事業として、
④前年度から地区のホームページに「奉仕の実践」と
いうページを作り、各クラブの奉仕事業の紹介をし
ています。報告書式を各クラブにメールにて送付致
しますので、報告をお願い致します。
⑤福島県内の地方紙の中でも、地域のロータリーの奉
仕活動の記事が載る欄は、会津と郡山といわきでは
違ってきます。各地域の新聞に載ったロータリーの
奉仕活動の記事を、各分区のIM、地区大会、地区研
修・協議会の会場にパネル展示する予定です。新聞
記事だけでなく、地域誌に載ったものでも良い記事
は展示したいと思います。各方面の記事を切り抜い
たものか、切り抜いた記事をデータ化したもの
（６００dpi）をガバナー事務所まで送付お願いします。
以上５つの事業を計画していますのでご協力よろしく
お願い致します。

国際奉仕の役割は世界社会奉仕、他国の人々を助ける
こと、そして交流を図ることにあります。地区の委員会
としてはクラブへの支援体制をもっとも重要な課題とし
ております。その中でも今年度は３つあります。
①既に海外クラブとの姉妹、友好、双子クラブに関
わっているクラブにはより一層の親睦が深まるよう

に取り組みを支援します。
②また、今現在は海外クラブとの締結はしていないが
締結希望をしているクラブへの情報提供をします。
今年度は幾つかのクラブが海外クラブへの関心を深
め締結に結びつくような支援をします。
③世界のなかで紛争が起きている地域や、意味のない
争いに巻き込まれる犠牲者が後を絶たない情勢が続
いております。平和につながる為に、私たちロータ
リーアンが手を差し伸べることのできる範囲は限ら
れた部分ではありますが、クラブが少人数のため締
結は考えらないというクラブは、心痛む世界の現状
に目を向けて関心を深める時間を是非作る年度にし
てください。

青少年交換プログラムは、前途有望な学生が海外での
様々な体験を通して、小さな親善大使として、世界平和
に寄与していくことを目的にしています。本年度は以下
の計画にて事業を進めて参ります。

１．青少年交換事業の理解と普及
多くの学生、学校、各クラブに、このプログラムの素

晴らしさを理解し参加してもらえるよう情報を発信し、
活動を広くアピールしていきたいと思います。具体的に
は、これまでの帰国学生の報告を取りまとめ、動画の広
報ツールを作成し、各関係機関に配布して、経験者の生
の声を伝えていきたいと思います。

２．交換学生への支援
受入学生や派遣候補生が、不安のない充実した留学生
活を送れるよう、ROTEXの協力を得て、有意義なオリ
エンテーションを開催したいと思います。それにはRO-
TEXとの密な交流が必要です。より一層の連携を図って
参ります。
３．ホストクラブ、ホスト校への支援
このプログラムに参画いただくホストクラブ、ホスト
校、ホストファミリーとの交流を持ち、他地区や海外の
情報提供をし、支援をしていきたいと思います。
４．委員会内の連携
当委員会は、定番事業が非常に多くあります。また派
遣先等の交渉等、多くの時間と労力を必要とします。そ
れによって各事業が遅滞することなく進められるよう、
委員会内の連携を密にしていきます。

事業内容
受入説明会（ホストクラブ／カウンセラー／ホスト

ファミリー／学校）
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青少年奉仕委員会

委員長 廣澤 俊樹
（福島南RC）

派遣学生選考会
帰国報告会並びに歓迎会
奉仕プロジェクトグループ合同セミナー

（帰国報告の発表）
多地区合同オータムキャンプ（３地区合同）
ウインターキャンプ（スキーキャンプ）

RYLA研修セミナーへの参加
多地区合同スプリングキャンプ（３地区合同）
日本青少年交換研究会（金沢）
受入学生送別会
オリエンテーション（全１０回）

１．活動計画
（１）インターアクト（Interact）
１）インターアクトクラブの提唱協力。

（共同提唱含む）
２）既存インターアクトクラブへの共同提唱協力。
３）ロータリアンのインターアクト例会への参加及

びスピーチ推奨。
（ロータリーとは、青少年奉仕活動とは、イン
ターアクトとは）

４）ロータリアンとの共同作業推奨。
５）地域の青少年との共同作業推奨。

（地域の中学校、高校、等）

（２）ローターアクト（Rotaract）
１）ローターアクトクラブの提唱協力。

（共同提唱含む）
２）既存ローターアクトクラブへの共同提唱協力。
３）分区内ローターアクトクラブへの各ロータリア

ンの組織の青年の参加推奨。
４）ロータリアンのローターアクト例会への参加及

びスピーチ推奨。
（ロータリーとは、青少年奉仕活動とは、ロー
ターアクトとは）

５）ロータリアンとの共同作業推奨。
６）地域の青少年との共同作業推奨。

（短大、大学、その他組織）

（３）RYLA（Rotary Youth Leadership Awards ロー
タリー青少年指導者養成プログラム）

１）ロータリーが開催する地区青少年への無料公開
講座の周知。

２）RYLAが地区事業である旨の周知。

※各クラブに、青少年奉仕活動への理解を深めて頂く
ためのサポート。
（年度当初の全クラブ対象のセミナー開催。各クラ
ブへの随時訪問。地区大会での発表と掲示。各種青
少年奉仕活動への参加要請。）
※ロータリー活動を通し、青少年がリーダーシップや

奉仕の精神を養い、人間として成長することをサ
ポ－ト。

２．事業計画
（１）セミナー

地区青少年奉仕委員会セミナー
ユラックス熱海 ９月１５日�
第一回地区青少年会議
会津風雅堂 １１月２４日�
（IAC．RAC．RYLA．青少年交換．米山）

（２）インターアクト（Interact）委員会
前期活動
インターアクト年次大会 岩瀬農業高等学校

８月２日�～３日�
第２回連絡協議会 １０月
地区大会活動発表 １１月２４日�
国際理解研修会 グランパークホテル パネッ
クスいわき １２月９日�～１０日�
いわき総合高等学校
後期活動
第１回連絡協議会 ５月
リーダー研修会 ６月

（３）ローターアクト（Rotaract）委員会
前期活動
第１回会長幹事会開催 ８月
アジア第１ゾーン代表者会議出席 ９月
東北４地区合同事業・鍋フェス参加 ９月
スポーツ交流会 １１月
第２回会長幹事会開催 １２月
後期活動
ウィンター交流会 ２月
RYLA研修会参加 ３月２日�・３日�
第３１回全国ローターアクト研修会 福岡開催

４月２８日�・２９日（月・祝）
第４５回地区年次大会 ５月
第３回会長幹事会・地区協議 ６月

（４）RYLA委員会
第１１回全国ＲＹＬＡ研究会 １月
第３９回 RYLA研修会開催 ホテル華の湯

３月２日�・３日�
JAPAN RYLAセミナー ５月
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ロータリー財団委員会

委員長 早川 敬介
（郡山北RC）

����������������������������������������������������������������������

学友・平和フェローシップ委員会

委員長 鈴木 恵美子
（福島グローバルRC）

ロータリー財団委員会の「寄付を集める活動（Fund－
Raising）」と「寄付を使う活動」は、委員会活動の両輪
であり、５月１９日の地区研修・協議会において、年次基
金（シェア）一人１５０＄とポリオ撲滅募金活動一人３０＄
の寄付をお願いいたしました。
本年度の計画は、
１．７月２９日�『地区ロータリ－財団セミナー』の開催。

於；郡山市駅前ビッグ－アイ７階
１３：００登録
１３：３０～１６：００ セミナー

※当日持参いただくもの：地区研修・協議会の折りにお
渡しした「ロータリー財団委員会資料」と「申請書・
報告書等書式一覧」。

※地区研修・協議会に欠席されたクラブについては、当
日配布します。

※前期地区補助金の臨時費で印刷したものです。大切に
お使い下さい。

２．ポリオ撲滅募金活動について
～最終段階のスタートの年度として。

『公共イメージ委員会』とのコラボレーションをし、
①「END POLIO NOW」の募金箱１００個を作成いただ
き、各クラブに１個配布。

のぼり

②「END POLIO NOW」の幟とテントを作成。
これらを使用し、分区毎の行事や地区大会の折り、
駅前や会場などでの募金活動を実施。
③「ENDPOLIONOW」のロゴの入ったジャンパーは、
ロータリー財団委員会で作成の予定。

３．会場予約が３ヶ月前当日であるため、まだ予約を入
れておりませんが、『地区補助金セミナー』の開催を
１１月１１日 or１８日に予定。
地区補助金・グローバル補助金の申請には必須の覚
書（MOU）にかかわるセミナーですので、１クラブ
１プロジェクトの達成のためにも全クラブの出席をお
願いします。

４．本年度大委員会となった『学友・平和フェローシッ
プ委員会』について、「地区ロータリ－財団セミナー」
と「地区補助金セミナー」の際、地区補助金奨学生・
グローバル補助金奨学生の募集・選考日程などの発表
や学友等の呼びかけをする時間を設ける。

（活動方針）
１ 学友の本来の定義に従い、ロータリーのプログラム
に参加した方々すべてを徐々にまとめつつ、交流や活
動の充実を目指す。

２ 各奨学金についての理解を深め、優秀な対象者の発
掘に努める。

３ 地区のロータリー学友会の組織をまとめつつ、ロー
タリー日本学友会と連携し、他の学友会の情報を得
て、ロータリーの活動活性化に協力する。

（活動内容）
１ 「地区補助金奨学生」、「グローバル補助金奨学生」
の募集、選考、派遣への支援。

８月 ２０１９－２０２０年度地区補助金奨学生・グロ

ーバル奨学生募集要項詳細決定、奨学金
に関する広報（内部向け、外部向け，Ｈ
Ｐ県内外の大学等へ案内・マスコミ媒体
での告知）

９月～１０月 募集 各種広報は継続して行う ※１０月
末締切

１１月～１２月 書類選考 最終選考（面接・語学面接・
小論文）選考会議

３～４月 オリエンテーション＆学友会メンバーと
の交流会

７月 奨学金授与、派遣

２ 世界平和と紛争予防の担い手となる人材育成を目指
す「平和フェローシップ（奨学生）」についての情報
発信と対象者の発掘。＜この奨学生の募集は、随時
行っている＞

３ ９月２日�に、青少年交換委員会との合同で、近
年、地区奨学生として留学した方の帰国報告会実施。

４ １１月２４日�の地区大会で、学友の音楽家によるミニ
コンサートの企画運営。＜みなさま、お楽しみに！＞

国道１１５線より沼尻母成グリーンライン道側安達太良山船明神山に源をもつ不動川
にかかる名瀑男滝と女滝があり、こちらは男滝といわれる。
この季節は緑一色に包まれた達沢不動滝 撮影：福島RC 安藤錬雄

今月の表紙紹介
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米山記念奨学会委員会

委員長 石黒 秀司
（郡山RC）
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ロータリーの友地区代表委員

佐藤 和子
（福島中央RC）

２０１９年度は、１９名枠 継続学生 ８名 新規採用学生
１１名 この採用のための準備とこの４月からの採用した
新規、継続合わせた１９名の学生のお世話とこの奨学シス
テムに魂を入れ込む事業を展開いたします。具体的前期
事業―選考については、指定校選定、面接官オリエンテ
ーション、選考試験、世話クラブ決定。現奨学生対象で
は、卓話研修会、研修旅行、カウンセラー研修会 他と
なります。
教育哲学者・森信三のことばを引用して、「人間は会
うべき人には、必ず、会うことができる。それも一瞬た
り早くなく」今日の私たちとの出会いも、必然、是非、

自分のための良き出会いにして欲しい・・・と申し上げ
ますが、それは、私たち、ロータリアンにも言えること
です。彼らとの出会いが、思わぬモチベーションに繋
がったり、忘れていた情熱が、体の中で再燃したり、そ
んなことも多くあるものです。
この事業に身を置く人間として、ともに彼らと自らを
磨き上げる関係でいたいと思いますし、大いにこの事業
に関わることを誇りに思い、楽しみたいと思います。ま
さに、Participate and Enjoy and Study です。
各小委員会とも、昨年度の踏襲ではなく、＋１の行動
をしてまいります。推進委員会―一年の平均化したお願
いをいたします。学友委員会―受け身の卓話依頼窓口か
らこちらから卓話依頼申し込みを各クラブに送付し、積
極的な卓話依頼窓口へ。選考委員会―学校窓口との接点
強化、学生説明会を増やします。
普通寄付＋特別寄付 １５，０００円必達のためにしっかり
行動いたします。ご協力お願いいたします。

平井ガバナーに任命された本年度の「ロータリーの友」
地区代表委員の福島中央RCの佐藤和子でございます。

「ロータリーの友」地区代表委員とは何をすべきか全
くわからず受けてしまい、大変後悔しておりますが、セ
ミナーで学んだことを皆様に紹介したいと思います。
「ロータリーの友」地区代表委員は、平井ガバナーの
代理者として「ロータリーの友委員会」に出席し、ガバ
ナーの意向を踏まえた建設的な意見を述べることとされ
ております。
また、「ロータリーの友」に、地区活動及び地区を結

び、伝える役割を果たすこととされていますので、
①地区内ロータリアンに対して「ロータリーの友」
誌、ホームページの「ロータリーの友」及びその他
の刊行物について有効な活用を促す。
②地区ならびに地区内ロータリークラブの活動やその
他の情報収集に努める。→ ご協力の程、お願いい
たします。
③地区内報告を「友」編集部に送るとともに必要に応
じ取材に協力すること。などがあげられます。

話は変わりますが、地区委員の皆様に「ロータリーの
友」の課題とその解消のため、お願いをしたいと思いま
す。
「ロータリーの友」６月号の、前年度の「ロ―タリー
の友」委員会の清水良夫委員長の退任にあたりという記
事にも載っておりましたが、「ロ―タリーの友」誌の財

務が２０１１年以降単年度赤字が続いているという課題で
す。
この赤字の要因は日本ロータリークラブの会員数が減
少傾向にあり、会員だけを対象に販売していることと、
広告収入の減少です。
そこで皆様にお願いですが、広報活動の一環として、
自治体や図書館、金融機関、病院などに備え置いていた
だくとか、米山記念奨学生やローターアクト、インター
アクトに読んでいただくように、クラブだけではなく、
分区のガバナー補佐を中心として考えてほしいと思いま
す。目安としては各クラブが２～３冊ほど多く買ってい
ただければ赤字解消につながるそうです。
また、「ロータリーの友」に広告掲載ができることを

知っていただき、企業の方々に広報の一環として活用す
ることを PRしていただきますようお願いいたします。
最後に、ロータリークラブの公共イメージ向上のため
に広報誌がありますので紹介したいと思います。
１つは、ロータリークラブの国際的な活動と日本ロー
タリークラブの様々な活動を写真を中心に紹介したもの
です。一般の人々や会員候補者にロータリーを知っても
らうための広報誌です。
２つ目は、新入会員や会員候補者にロータリーの例会
や地区大会等の会合や様々な活動を知ってもらうための
広報誌です。
これらを活用して、会員増強と、公共イメージ向上に
役立てていただければと思います。

どうぞこの１年間、ご協力のほど、よろしくお願い申
し上げます。ありがとうございました。
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「「立立法法案案」」提提出出ののおお願願いい
２０２２年規定審議会に向け「立法案」の提出をご検討ください。

提出期限は２０１８年８月３１日（金）です。
＊規定審議会とは
３年に１度開催される、ロータリー活動の基本に係る諸規定の立法機関。
＊立法案
・「制定案」と「決議案」があります。
・「制定案」は、RI組織規程（RI定款・細則・標準ロータリークラブ定款）の改定を求める立法案です。
・「決議案」は、RI 組織規程の改正を伴わない形で規定審議会による議決を求める立法案です。
・各クラブから提出いただいた立法案は「立法案審議委員会」で審議し、「地区審議会」の承認を経
て、ガバナー確認のうえ、規定審議会へ提出されます。

＊クラブによる立法案提出の手続き
１．クラブの理事会が会員に立法案を提出し、例会で採択します。
２．採択された立法案は、クラブが採択したことを証明するクラブ会長と幹事の署名入り書簡を添え

たうえで、提出期限までに地区へ送付してください。
※詳しくは２０１６年「手続要覧」Ｐ．３１‐３３をご覧ください。

＊ RI 規定検討委員会
ガバナー 平井義郎
委 員 長 PG 大橋廣治（規定審議会代表議員）
副委員長 PG 牧 公介
委 員 PG 渡邉公平

提出先・お問合せ先
国際ロータリー第２５３０地区 ２０１８‐１９年度 ガバナー事務所
〒９６０‐８１３１ 福島市北五老内町１番３号 福島法曹ビル５０１号室
TEL：０２４‐５６３‐４５６５ FAX：０２４‐５６３‐４５６６
E-mail：２０１８‐１９ｇ＠ri２５３０．com

ロータリー情報委員会コラム 第１回

「クラブロータリー情報委員会の役割について」
今年度ロータリー情報委員会は、クラブに必要と思われるロータリー情報をガバナー月信のコラムやメ
ーリングリストなどで各クラブヘ情報提供をさせていただきますので１年間よろしくお願いします。
ロータリー情報は、ロータリーに関する知識、あるいはルールという意味で必ずしもニュースとは限り
ません。
会員、特に新会員が、ロータリーを十分理解し、ロータリー会員の特典と責務を把握できるよう援助す
ること、奉仕の部門及び効果的クラブのあり方やロータリアン個人の知識を増すようなプログラムを計画
実施することであります。
多くのクラブで実行していると思いますが、新入会員のオリエンテーションを計画し適切な資料を配布
するとともに、日頃からフォローすることでクラブに早くなじんで退会防止などに貢献できるような活動
もよいかと考えます。
【参考資料】
※MY ROTARYからログイン→ラーニングセンター→会員増強→新会員オリエンテーションの計画を
ごー読ください。
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西日本豪雨被災地区への義援金送付について
（地区災害特別基金口座開設のお知らせ）

西日本を中心とした豪雨災害は、極めて広範囲で深刻な被害状況を呈しています。
第２５３０地区といたしましても、この事態に緊急に対処し被災地に災害義援金を送ることにいたしました。
すでにクラブにご案内いたしましたとおり、地区内全会員に特段のご協力をお願いいたします。なお、クラ
ブでお取りまとめのうえ、下記の地区災害特別基金口座へ８月末日までにご送金くださいますようお願いいた
します。

【地区災害特別基金口座】
東邦銀行 福島市役所支店 普通口座 １８６８８８
RI 第２５３０地区災害特別基金 資金委員長 長谷川好美

ホストクラブ 会会津津若若松松ロローータタリリーーククララブブ 実行委員長：佐瀬正行 大会幹事：志藤弘彰 実行副委員長：小沼俊介、関盛夫

コ・ホストクラブ 喜喜多多方方ロローータタリリーーククララブブ、、会会津津若若松松西西ロローータタリリーーククララブブ、、猪猪苗苗代代ロローータタリリーーククララブブ、、会会津津坂坂下下ロローータタリリーーククララブブ、、
田田島島ロローータタリリーーククララブブ、、会会津津若若松松南南ロローータタリリーーククララブブ、、会会津津若若松松城城南南ロローータタリリーーククララブブ、、会会津津若若松松中中央央ロローータタリリーーククララブブ、、
喜喜多多方方中中央央ロローータタリリーーククララブブ

ガバナー 平 井 義 郎
会員の皆様には日頃よりロータリー活動にご尽力頂き心か

ら感謝申し上げます。
２０１８‐１９年度の地区大会は猪苗代町・会津若松市で開催する
こととなりました。
私の所属は県北第一分区、福島中央ロータリークラブです
が、今年度は会津若松ロータリークラブをホストクラブとし

て、会津分区１０クラブが総力を挙げて地区大会の運営に取り組みます。地区大
会の準備と運営にあたりご協力いただく各クラブ、会員の皆様には感謝いたし
ます。
地域を超えてロータリーの友情のもと地区大会が開催できることは本当に喜

ばしいことと思います。
ロータリーは会員増強が思うように進まず、また高齢化が進んでいて、岐路
に立っていると言われています。
この地区大会では、ロータリーの楽しさ、ロータリーが何を行っているのかを

会員の皆さんに広く理解していただけるよう、そして感激し、感動が得られるよ
う企画いたしました。
新しい出会いと感激と感動が得られるよう多くの会員の皆様のご参加を賜り

ますよう心からお待ち申し上げております。

地区大会実行委員長 佐瀬 正行
今年度平井義郎ガバナーの下、会津若松ロータリークラブ
をホストクラブとして会津分区１０クラブが一丸となり、地区
大会を開催する運びとなりました。
会津は本年戊辰百五十周年という記念すべき年を迎えてお

り、この記念すべき年に会津の地で地区大会を開催出来ます
ことは誠に光栄であリ、会津のロータリアン一同大きな喜び

を感じております。
地区大会の目的に謳われています、「ネットワークを広げ」、「感銘深い講演を
聴き」、「様々な話を聞くことにより奉仕意欲が高まる」に沿った大会を目指し
ます。ぜひお誘いあわせの上、錦秋の会津へ多くの会員の皆様のご参加をお待
ちしております。

地地区区大大会会記記念念チチャャリリテティィーー 親親善善ゴゴルルフフ大大会会 １１００月月１１９９日日（（金金）） 会会津津磐磐梯梯カカンントトリリーーククララブブ 参参加加費費：：５５，，００００００円円
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第１日 11月23日（金・祝）
会場：ホテルリステル猪苗代

●会会長長・・幹幹事事会会

●地地区区リリーーダダーー研研修修セセミミナナーー

ＲＲＩＩ研研修修リリーーダダーー
本本 田田 博博 己己 氏氏
（（群群馬馬ヤヤククルルトト販販売売㈱㈱ 代代表表取取締締役役会会長長））

●ＲＲＩＩ会会長長代代理理ごご夫夫妻妻歓歓迎迎晩晩餐餐会会

第２日 11月24日（土）
会場：會津風雅堂

●大大会会本本会会議議

●記記念念講講演演

ＮＮＨＨＫＫ解解説説委委員員
柳柳 澤澤 秀秀 夫夫 氏氏
（（会会津津若若松松市市出出身身））

講講
師師

講講
師師


