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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
「暑いですね」が合い言葉になってしまった今年の夏、７
月からの猛暑は８月に入っても収まらない状況が続いていま
すが、皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。
さて、公式訪問はお盆前までに１８クラブを終えることがで
きました。
訪問しましたクラブには今までの歴史と、会員各位の熱意
ある活動を肌で感じることができました。
それぞれのクラブは国際ロータリーの大きな目標の一つで
ある会員増強に対し、クラブ改革を行い、会員増強に力を入
れ、楽しく、活気あるクラブづくり、そしてクラブの若返り
に力を注ぐなど具体的計画をたて実行し始めていることが分
かりとても頼もしく感じました。
ロータリー歴の浅い会員が委員長、幹事、会長などの役職
に就いているケースも見受けられましたが、この方々がこれ
からロータリーについての深い知識と多くの経験を持つこと
により、クラブの発展に大きな期待が持てるのではないかと
感じました。
これらロータリーの知識を早く自分のものにすることが必
要ではないでしょうか。
その方法の一つとして経験の深い先輩ロータリアンの皆様
が機会を設け、分かり易く、そして優しさを持って指導し知
識を深める役割を担っていただくことが必要です。そうすれ
ば会員が早く成長し、クラブの大きな力となっていくことで
しょう。
公式訪問の主な目的は、会員の意欲を高め、支援を提供す
ることです。私は次の事を重点にお話をさせていただいてい
ます。
�地区リーダーの第一の役割は、クラブへのサポートである
こと。
�奉仕プロジェクトへの参加意欲を喚起し、クラブの活動を
地域社会に紹介するよう奨励する。
�入会者にとって魅力があり、現会員が満足できるような活
気あるクラブをつくるために、柔軟なクラブ運営や新しい
試みを取り入れるよう奨励する。
�ロータリーの重要な問題への関心を高める。
�優れた活動を行ったクラブやロータリアンを表彰する。
�地区大会への出席を全会員に奨励する。

�地区の研修セミナーに次期クラブリーダーが出席すること
の重要性を説明する。
�クラブリーダーが「クラブの健康チェック」を活用して問
題を特定し、これに対処するための会員増強計画を作成す
ることを奨励する。
これらを交えたスピーチは、決して感動的な話とは言えま
せんが、その役割を理解していただき、クラブ運営に少しで
も役立てていただければ有り難いです。
さて、９月は「基本的教育と識字率向上月間」と併せて

「ロータリーの友月間」です。
「基本的教育と識字率向上」はロータリーの６つの重点分
野の一つです。基本的教育を提供し、識字率を上げれば、貧
困の削減、健康状態の改善、地域社会と経済の発展、平和構
築など諸問題の解決に役立つと言われています。
・すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の死亡率は
６６％減少する。
・読み書きのできる母親を持つ子どもは、読み書きのできな
い母親の子と比べて、５歳以上まで生き延びる確率が５０％
高い。
・低所得国で全生徒が読み書きを習得した場合１億７，１００万
人が貧困から抜け出すことができる。これは全世界の貧困
の１２％に相当する。
・世界で５，８００万人の子どもが学校に通っていない。
・４年間の初等教育を受けた後も読み書きのできない子ども
が２億５，０００万人いる。
・７億８，１００万人の成人が読み書きできない。
基本的教育や識字の不足によって騙されたり、損をしたり
するなど、そこから争いが起き、ロータリーの最終目的であ
る世界平和が乱されないよう「基本的教育と識字率向上」を
多くの子供達に提供していく活動が必要なのです。

１９５２年（昭和２７）４月、第６０区の大会が開催され、新年度
から日本の地区は東日本と西日本の二つに分割されることが
決定されました。この地区大会では、日本の２地区で共通の
雑誌を発行することが決定されました。「ロータリーの友」
は、これまで共に活動をしてきた日本のロータリアンが、分
割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報を共有するため
の機関誌として企画されました。
現在、RI よりロータリー地域雑誌に指定され、RC会員は
購読義務があります。国内の活動、RI の活動や方針の紹介
を中心に、会員同士の意見交換、地区大会の後援や卓話の要
旨などを掲載しています。（出展：ロータリー用語便覧／編
集・発行 大西省司氏）
しかし、その運営は厳しく、このままでは数年以内に価格
改定をしなければならないと聞きました。
各クラブが２～３冊余計に発注していただくか、また「ロ
ータリーの友」へ広告の掲載協力をしていただくことによっ
て、値上げを防ぐことができます。多くのクラブそして会員
の皆様のご協力により「ロ―タリーの友」を支えていただき
たいと思います。
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マスコミ懇談会報告
公共イメージチームリーダー 相良元章（福島RC）

公共イメージチームではマスコミ各社との意見交換の場を
作る目的で、地区としては初めての「マスコミ懇談会」を７
月２０日（金）１０：３０から福島市のホテル辰巳屋において開催い
たしました。
参加者は、県内マスコミ関係８社（新聞２社、テレビ５

局、ラジオ１局）の報道担当者と地区役員、各ガバナー補
佐、地区委員会の広報担当者、公共イメージチームの総勢３０
名でした。
まずロータリークラブについての説明を平井ガバナーと鈴
木地区幹事から、その後マスコミ各社から意見や要望、提案
を頂きました。非常に活発な意見交換がなされ、２時間半の
予定時間があっという間に過ぎてしまいました。
その中でも「ロータリー活動をマスコミに合わせる必要は
無いけれど、少し事業内容を工夫すればもっと報道しやすく
なる」や「東京オリンピックこそロータリーの国際性をアピ

ールするチャンスでは」といった意見はとても印象に残って
おり、我々の今後の活動のヒントになると確信しました。

地区ロータリー財団セミナー報告
ロータリー財団委員会 委員長 早川敬介（郡山北RC）

今年度の委員会事業のスタートが「地区ロータリー研修セ
ミナー」です。内容は、「昨年度の地区補助金収支情報」と
「本年度の地区補助金の承認された事業」についてです。
参加者は、地区役員・委員会関係者２２名、５５クラブの代表
者８１名の１０３名でした（１０クラブ欠席）。
平井義郎DGの挨拶・酒井善盛 PDG地区研修リーダーの挨

拶・早川敬介ロータリー財団委員長の挨拶があり、研修セミ
ナーのスタートです。
国際ロータリー財団より７月２５日に＄７３，９７０．００USDを振

込したとの連絡メールがきましたが、２７日の時点では入金確
認が出来ませんでした。７月のレート１＄＝１１０円での入金
となりますので、各クラブへの振込もこのレートでされるこ
とを告知しました。
補助金委員会の右近八郎委員長からは、地区研修・協議会

の折りに出席されておられない方の参加があるということ
で、パワーポイントを使用し、財団としての活動は「寄付金
を集める活動Fund Raising」と「寄付金を使う活動」が両輪
であることと「基金の流れ」について説明がありました。
資金推進・ポリオ委員会の青木謙二委員長からは、年次基

金の年額１５０＄とポリオプラスへ３０＄達成と公共イメージ委
員会との連携によるEND POLIO NOWの取り組みについて、
幟（のぼり）などのツールを使ってのイベントについての説明
がありました。
財団資金管理委員会の大河原利信委員長からは、「受取人

情報書式」に不備のあるクラブが未だあり、振込が遅れるこ

とについてと承認された事業の報告書提出について、次年度
の地区補助金申請にも関わることになるので提出期限厳守
のお願いと１１月の「補助金管理セミナー」参加を呼びかけま
した。
お願い事ばかりのセミナーでしたが、意見や質問があり本
年度の地区補助金事業がスムーズに進むよう研修が出来たの
ではないか思います。
地区ロータリー財団委員会の役割には、各クラブの地区補
助金プロジェクトやグローバル補助金プロジェクトの企画・
立案から、申請をし、承認を得、プロジェクトがスムーズに
実行していけるようサポートをしていくこともあります。ど
の時点でも質問がありましたら、地区名簿よりロータリー財
団委員会委員まで電話やメールで問い合わせ下さい。
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インターアクトクラブ第２５回年次大会報告
インターアクト委員会 委員長 大木和彦（須賀川RC）

大会テーマ「未来は食から、食は農から」とし、
２０１８年８月２日（水）～３日（木）にかけて、創立１１１周
年の歴史と、敷地面積４１haを持つ、福島県立岩瀬農業
高等学校をメイン会場にインターアクトクラブ第２５回
年次大会が開催されました。
今大会のホスト校は、近内今日子さん率います福島
県立岩瀬農業高等学校インターアクトクラブ。スポン
サークラブは、吉田大二会長の須賀川ロータリークラ
ブに大会を支援していただきました。

プログラム一日目は、
講演� 福島大学経済経営学類准教授 則藤孝志先
生「食と農で地域の未来を切り拓く活動の難しさ」と
題し、テーマの導入として講演いただきました。

福島大学経済経営学類 准教授 則藤孝志先生

講演� オーストラリアへの青少年交換留学生でも
あり、インターアクターでもあった鈴木農場・郡山ブ
ランド野菜代表鈴木光一氏より「ひと粒の種から食卓
まで」と題し、現状の農業経営にかける思いを話して
いただきました。
講演� JICA二本松の飯部つかさ氏から、「海外事

情 東ティモールの生活文化」と題し、海外事情をお
話しいただき、国際理解を深めました。
昼食は、岩瀬農業高校で生産された野菜をメインと

したカレーライス。休憩時間には、アイスクリーム。
広大な敷地をバスで移動し、多品種の牛や馬が飼われ
ている畜産団地を見学しました。

二日目は、３班に分かれ JA夢みなみ「きゅうりん
舘」ほか外部研修を実施。
講演� 鏡石町役場 石井秀樹氏より「農業と観光

の連携～かがみいし田んぼアート～」の講演をいただ
きました。
大会テーマ「未来は食から、食は農から」をとお

し、現在の日本、そして福島の食の事情、農業の事情
を考える機会を与えていただきました。岩瀬農業高校
でしか聞けない話と、ホスピタリティを十分に発揮し
ていただいた岩瀬農業高校インターアクトクラブの対
応に、インターアクターも二日間にわたる年次大会を
真剣にそして有意義に参加しており、大成功の中で終
了しました。
開会式、閉会式には お忙しい中、ご出席いただい

た平井義郎ガバナー、渡邉公平パストガバナー、芳賀
裕ガバナーエレクト、石黒秀司ガバナーノミニーをは
じめとする地区役員の皆様に華を添えていただきあり
がとうございました。
最後に、インターアクター・顧問引率の先生方、支

援いただいた方々に感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。

参加者
インターアクター ８８名 １８校
顧問・引率 ２４名 ロータリアン ３６名

出席クラブ １４クラブ（スポンサークラブ １０クラ
ブ 役員所属クラブ ４クラブ）
スポンサー １０クラブ いわき勿来RC・喜多方RC

・本宮 RC・会津坂下RC・福島南RC・福島しんたつ
RC・石川 RC・船引 RC・田島 RC・須賀川RC（順不
同） 郡山RC 福島中央RC・郡山アーバンRC 会津
若松中央RC

西西日日本本豪豪雨雨にに伴伴うう臨臨時時災災害害特特別別基基金金ににつついいてて

８８月月２２４４日日時点で、３７クラブ ２，７６９，３００円のお振込をいただきました。迅速なご対応、誠にありがと
うございます。引き続きご協力をお願いいたします。
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エクアドル共和国親善花火プロジェクト報告
中村岳嗣（猪苗代RC会長）

この６月１５日に学友
・平和フェローシップ
委員会委員長鈴木美恵
子さん（福島グローバ
ルRC）のご紹介で一
般社団法人アリーバ代
表理事宮浦歩美さんに
初めてお会いしまし
た。この団体は日本の
花火文化を通じて国際
理解を深めようという
目的で活動していま
す。宮浦さんは学生時
代にボランティア留学で、エクアドル共和国の女
性刑務所の託児所で働きました。その時に、いつ
かエクアドルで日本の花火を打ち上げて、刑務所
の中で育つ子供たちに想像を超える感動を与えた
い、という明確な目標を持ちました。大学卒業後
目的実現のために花火会社に就職、退社後数年は
花火の輸送を実現するためさまざまな活動をして
いますが非常に難しく、今年は首都キトで開催さ
れる「日本祭り」で日本の花火のDVDを上映す
ることになりました。
猪苗代ロータリークラブ国際奉仕委員会は、宮
浦さんの強い情熱に触れ、目的実現を助けるため
「エクアドル花火プロ
ジェクト」を主管する
ことにしました。
今年は偶然、野口博
士の同国での業績が端
緒になった日本とエク
アドル共和国の国交百
週年の年です。宮浦さ
んは、猪苗代町役場・
観光協会と交渉し今年
の猪苗代花火大会に
「エクアドルタイム」
を設けてエクアドル共和国の紹介、民族芸能の披
露、物産品の販売を実現しました。さらに、
DVDの収録、エクアドルから花火を見るために
来日するツアー、関東在住の同国関係者等６０名ほ
どの皆さんが会場で花火を観覧しました。
２５３０地区には記念手拭いの購入促進（おかげさ
まで今月上旬には完売しました）、WCS資金の提
供、当日のボランティア参加要請等さまざまなご
支援をいただきました。
８月１３日花火大会当日は、会津若松中央RC、

三春RC、福島グローバルRC、地区公共イメージ
チームリーダー相良元章さん（福島RC）、若い学

友の皆さんの応援を得て、物産品のテント周辺に
ロータリーのマーク、ロゴ、公共イメージ向上と
クラブの幟を掲げ、お客様の座席を作り、お弁当
の配布、観覧、販売の補助、お見送りを滞りなく
進めることができました。大使館御一行様との名
刺交換もできました。炸裂する大きな花火をほぼ
真下で見て、閃光と体に感じる音と衝撃波の感激
を全員が共有しました。
翌日は野口英世記念館で歓迎セレモニーを行い
ました。大使閣下ご臨席の総勢７０余名のなかで平
井ガバナーに歓迎のご挨拶をいただきました。そ
の後昼食会、お見送りをして無事終了しました。
司会をお引き受けいただいた地区国際奉仕委員
会委員長の白岩良子さん、スペイン語の達者な地
区青少年交換委員の福原義守さん（各三春RC）、
大活躍してくれた地区補助金奨学生の高野清美さ
んと青少年交換留学生でメキシコから帰国した鶴
岡涼君の二人の学友、前日参加の各クラブ会員の
ご協力に心より感謝いたします。
大使の日本への感謝と尊敬のご挨拶最後の「人
間が誰でも持っている自分の中の野口英世を育
て、相互理解と平和を推進しましょう」という言
葉に大きな感動を得ました。

駐日エクアドル共和国大使
ハイメ・バルベリス閣下ご挨拶 オリジナル手ぬぐいを販売

平井ガバナーのあいさつ
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県南分区ガバナー歓迎会報告
県南分区ガバナー補佐 小林千秋（東白川RC）

ガバナー補佐を拝命して早や１ヶ月が過ぎまし
た。
県南分区のガバナー公式訪問は８分区の中で一

番早い７月４日の矢吹RCを最初に、７月９日須
賀川RC、７月１０日白河RC、７月１１日白河南RC、
７月１２日石川RC、７月１７日東白川RCと順調に公
式訪問が行われました。残り７月１８日須賀川ぼた
んRC、７月１９日白河西RCで８クラブすべて終了
となります。（すべて無事終了いたしました）
７月１７日の夜、ホストクラブの東白川RCがガ

バナー歓迎会を計画し、ルネサンス棚倉「パルテ
ノン」において盛大に挙行されました。
出席者は主賓の平井義郎ガバナー、また、来賓

には鈴木和夫地区幹事、鈴木邦典直前ガバナーを
初め、草野好夫パストガバナー補佐今年度地区副
幹事、吉田充会員増強・拡大委員長、掛田勝晥パ
ストガバナー補佐、味戸雄二郎パストガバナー補
佐、そのほか県南分区８クラブの会長・幹事、そ
してクラブ会員の皆様に参加していただきガバナ
ー歓迎会を盛大に盛り上げていただきました。
歓迎会進行司会を藤田卓分区幹事に担当してい

ただき、さすがにテンポ良く進行していただいた
こと感謝申し上げます。
平井義郎ガバナー、鈴木和夫地区幹事に記念品

贈呈後にアトラクションとして、棚倉マンドリン

クラブ・浅川ハーモニカクラブの素晴らしい演奏
後に、平井ガバナーのスピーチと鈴木地区幹事の
平井義郎ガバナー誕生秘話など、参加者一同関心
を持って拝聴したことが記憶に残っています。そ
の後、鈴木邦典直前ガバナーによる乾杯のご発声
で楽しい祝宴に入りました。
平井ガバナーを囲み楽しく親睦を深めることが
できたことと確信しております。
最後に全員で「手に手つないで」を大合唱して
ガバナー歓迎会を終了しました。
ガバナーの公式訪問は始まったばかりです。ど
うぞお身体に留意されまして残りの公式訪問を無
事完結されますことをご祈念申し上げましてガバ
ナー歓迎会の報告と致します。

県中分区ガバナー歓迎会報告
県中分区ガバナー補佐 大内富雄（三春RC）

県中分区ガバナー公式訪問がいよいよ７月２４日
に始まり、２６日に三春RCの訪問を終えた後、三
春RCがホストとなり平井義郎ガバナーご夫妻を
お迎えし県中分区公式訪問歓迎晩さん会を開催致
しました。ご来賓の牧公介 PG、佐久間英一 PG
を始め、分区内会長・幹事、地区委員の皆様、三
春RCの会員の総勢３５名が参加。渡邉宏二分区幹
事の司会で始まり、歓迎の挨拶、ガバナー挨拶、
佐久間英一PGの乾杯で一息。牧公介PGより来賓
挨拶、鈴木和夫地区幹事の心温まる挨拶、ガバナ
ーと会員が、そして地区とクラブがとても身近さ
を感じる事の出来たそんなひと時でした。宴に花
を添えて戴き感謝申し上げます。和やかな雰囲気
の内にも時は過ぎ『手に手つないで』となり、笠
原地区研修委員の中締め発声でお開きとなりまし

た。参加戴きました多くの皆様に感謝申し上げま
す。

記念品を受けとる平井ガバナー ２０１８年７月１７日

２０１８年７月２６日
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クラブ会長方針
矢吹ロータリークラブも３５周年目の記念すべ
き節目を迎え、会員１９名で活動しております。
今後未来に向けての運営改革として、新たな
体制と環境づくりにクラブ運営に柔軟性を取り
入れる事にしました。結果としてクラブの活性
化を図ることができると思います。
今年度のR.I テーマ「インスピレーションに
なろう」に基づき、重点目標を念頭に地区活動
の方針に従い、各委員長と連携し活動を実践し
ていきます。
目標として、次の６項目を基本方針として掲
げます。
① クラブ基盤の強化、会員増強（純増２名）
② 例会の出席率向上、内容の充実
③ ロータリーのイメージと認知度の向上
④ 地域の子供のための奉仕活動
⑤ ポリオ撲滅への取り組み
・各幼稚園、小・中学校へのエコキャッ

プ回収協力
⑥ ３５周年記念式典開催

以上の目標を達成するため会員各人の相互信
頼と親睦を図りながらロータリー活動を展開
します。
１年間特段のご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。

創立５５年の伝統を持つ当クラブの会長を務め
ることになり、歴代の当クラブ関係者に恥じる
ことが無いように、そして、将来に希望がもて
る社会のために、会員各位の協力の下、ロータ
リーの理念に則り、会員同士の絆・親睦を深め
ながら、奉仕の活動を進めて行きたいと考えて
居ります。
『絆を深めて、世界に羽ばたく次世代のため
に！』のスローガンの下に、例会をはじめ機会
あるごとに会員同士・会員家族・地域社会の
方々とのふれあいを通じ、絆・親睦を深めなが
ら、自己の向上を図ると共に、将来を担う青少
年人材育成に奉仕する。
重点目標
�充実した例会の推進（ゲスト卓話、全員近況
報告・卓話を行う）
�継続的な交換学生事業の推進
�米山基金への支援強化

�岩農インターアクトクラブへの積極的関与
（継続的クラブ活動への参加）
�会員増強、５名の純増を目指す（創立６０周
年に６０名以上の会員目標）
�RC活動の発信（公共イメージの向上、イ
ベント等々への参加）
�青少年奉仕活動の推進

２０１８‐１９年度白河ロータリークラブ６１代会長
へのご指名をいただきまして深く感謝申し上げ
ます。昨年度創立６０周年という節目を迎えた歴
史ある白河ロータリークラブにおいて、初の女
性会長として重い責任を感じていると同時に、
緊張と不安が入り混じった気持ちで一杯でござ
います。会員皆様の深い愛情とご指導、ご協力
を賜りながら一所懸命頑張って参りたいと存じ
ます。

ロータリアンであることの喜びを感じなが
ら、クラブの円滑な運営を各組織委員会の皆
さんで積極的に行っていただき、基本運営方
針に沿いながら、豊富なアイディアを出し合
う参加型の楽しい例会運営が実現できれば、
地域社会での奉仕活動もより活発になり、入
会希望者やロータリーに関心を示す人も増え
ることが期待できると思い

２０１８‐１９年度白河ロータリークラブテーマ

地域貢献、奉仕の実践
率先して，真っ先に，先頭に立って活躍しよう！

とさせていただきます。
今後、この目標を会員一人ひとりが意識
し、友情を深めながら明るく元気に思いやり
のある事業を行います。その活動によって白
河ロータリークラブが地域社会の「インスピ
レーション」となりましょう。

須賀川RC

会長 吉田 大二
幹事 吉村 安寿

例会日：月曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテル虎屋

白河RC

会長 山本 光子
幹事 有我 弘

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：東京第一ホテル新白河

矢吹RC

会長 宍戸 善泰
幹事 矢内 宏

例会日：水曜日（第１・第３）１２：３０～１３：３０
（第４／偶数月のみ）１８：３０～１９：３０

場 所：ホテルニュー日活

７月４日 ガバナー公式訪問

７月９日 ガバナー公式訪問

７月１０日 ガバナー公式訪問
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平成１０年に「白河平安閣」で創立総会が行わ
れ、チャーターメンバー２４名でスタート、今年
２０周年を迎えました。現在の会員数は当時より
８名も少ない１６名、何を行うにしても人数が足
りないのが現状です。会員増強がクラブの急務
であり、４名以上の会員増強を第一目標に掲げ
たいと思います。
本年度のガバナー方針に「青少年育成はロー
タリーの基本理念であり、若い人材を将来の為
に育てていく事がロータリーの本来の活動であ
り、青少年交換はロータリアンが関与できる唯
一のプログラムです。」とあります。我がクラ
ブでも交換留学生の派遣・受入を行っていまし
たが、震災により中断を余儀なくされました。

今年度は青少
年交換プログ
ラムの再開に
向けた行動を
起こしたいと
考えています。
これが第二の
目標です。
三つ目は、
本年行われる
２０周年記念事
業記念式典の
成功です。記念式典は１１月４日に行います。

「過去の足跡を未来に変えて」

３５代目の会長を仰せつかるにあたり、バリー
・ラシンRI 会長と平井義郎ガバナーの方針か
ら私なりに石川RCの方針を考えました。
当クラブは会員同士やクラブの雰囲気がとて
も良く、年次計画書が第一回目の例会にはでき
ており円滑な運営ができるという長所がありま
す。それらを最大限に生かして、会員増強・ポ
リオ撲滅・各奉仕活動・公共イメージの向上・
ロータリー財団、米山への理解協力を柱に、会
員一人一人が主役となるロータリー活動を親睦
も含めて、より強く、深いものにしていきたい
と考えています。特に若年層や女性会員の入会

・クラブ創立３５周年に向けての内部拡充な
ど、過去の足跡や現在をこれからの４０周年・
５０周年へ向けて、地域に密着した奉仕活動に
邁進していく所存です。
一年間よろしくお願い致します。

２０１８‐１９年度、東白川ロータリークラブの会
長を務めさせていただきます。平成７年にロー
タリークラブに入会し、２回目の会長となりま
す。今年度は当クラブより、国際ロータリー第
２５３０地区ガバナー補佐に小林千秋会員と、県南
分区幹事に藤田 卓会員が任命されております
ので、東白川ロータリークラブ会員一同、一丸
となり一層協力し合って活動して参りたいと思
います。少人数のクラブではありますが、ほと
んどの会員が会長経験者のクラブでありますの
で、経験値の高いクラブであることに誇りを持
ち、そして何より親睦の深い、会員同士が仲の
良いクラブであることを PRしながら「奉仕」
と「親睦」のロータリーの二本柱を実践し、地
域活動を行っていきたいと思います。今年度１
年間、会員の皆様、ご支援、ご協力の程よろし

くお願い致します。
「インスピレーションになろう」という今
年度のRI テーマおよび協調事項、そして平
井義郎ガバナーの年度運営方針、活動目標に
基づき、今年度のクラブ目標を掲げ、目標達
成に向け１年間頑張って参ります。

白河南RC

会長 有賀 秀晴
幹事 佐藤 靖一

例会日：水曜日（第１・第３）１２：３０～１３：３０
（第２・第４）１８：３０～１９：３０

場 所：東京第一ホテル新白河

石川RC

会長 深谷 幸男
幹事 酒井千恵子

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：石川カントリークラブ

東白川RC

会長 佐藤 健吾
幹事 小野 武徳

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：白洋旅館

７月１１日 ガバナー公式訪問

７月１２日 ガバナー公式訪問

７月１７日 ガバナー公式訪問
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「インスピレーションなクラブになろう」

大学を出てスーパーのダイエーに入社。仙台
の二番町にあった仙台店で一階にある婦人服売
り場を担当していました。少し慣れたころ、お
客様の目線に立とうと店の外に出てみました。
道路から売り場を見てみると、店内にいるのと
は全く違う風景がありました。
ロータリークラブは外からどんな風景に見え
るのでしょうか。「年寄りの暇つぶし」などと
みられていないでしょうか。

伊藤雅俊さんはイトーヨーカドーの創業者の
一人です。ある日、店舗を見回って、陳列が変
だったので直してはと言ったとき、店長が「本
部の指示通りきちんとルールを守ってやってお
ります。」と答えた。再度説明しても「おかし
いですが、ルール通りですので。」と繰り返す。

伊藤さんは「では、なぜルールを変えようとし
ないのか。」と大きい声を出したという話があ
ります。

クラブとして、今までと違う新しい方法を
模索し、他のクラブのインスピレーションに
なれるように努力したいと思います。

（親睦と奉仕活動の融合）友情を深めること
で奉仕活動がより広く国際奉仕、社会奉仕、職
業奉仕、青少年育成へ繋げる。
（青少年育成事業の実践）チャレンジ県南ベ
ースボール（CKB）大会の開催を支援し、ロ
ータリー活動の公共イメージと認知度の向上を
はかる。
（会員基盤の維持と強化）会員増強と退会の
防止。女性会員の入会の推進。
（My ROTARYの活用）マイロータリーに
は、RI や地区の情報がたくさん載っています。
その情報を活用しよう。現在２５３０地区では、研
修会や、セミナーの資料等をマイロータリーか
らダウンロードしてくださいとの連絡が多く
なっています。マイロータリーの活用でロータ
リークラブの情報を得る。
（ロータリー財団への理解と活用）国際ロー

タリーの一員として、財団の活動の理解を深
めるとともに地区補助金の活用を行う。
（「四つのテスト」の実践）真実かどうか・
みんなに公平か・好意と友情を深めるか・み
んなのためになるかどうか。言行はこれに照
らしてから考え行動を行っていく。

本宮ロータリークラブは今年９月で創立５４年
を迎えます。
１９９５～９６年代は６２名の会員が今年度は３６名と
なってしまいました。それも７５歳以上が３０％を
占め、６０歳以下は２５％です。これは我々古い会
員の若い会員への勧誘が足りなかった事が原因
の一つと感じ、二度目の会長を引き受ける事と
なってしまいました。
今年度平井義郎地区ガバナーの方針は９項目
を掲げられておりますが、本宮RCとしてはこ
のうち１、３、５、の項目に力を入れて行きた
いと思っております。
特に若い男性を４名増やして４０名会員を目指
したいと思っております。しかし我々の若い頃
と違って世の中、少子高齢化で若い経営者が少
なく、又若者の会が沢山あり、それぞれ多くの
会に入っているので大変であると思ってはおり

ます。
その為今年度、会員には今迄未経験の委員
長を引き受けて戴きましたので、楽しく積極
的な活動を期待しております。
また、毎月の理事会には新会員候補者の情
報交換会議を行う事としました。

須賀川ぼたんRC

会長 水上 哲夫
幹事 味戸雄二郎

例会日：水曜日 １２：４５～１３：４５
場 所：ホテルサンルート須賀川

白河西RC

会長 鳴島 三夫
幹事 青木 大

例会日：木曜日（第１・第３）１２：３０～１３：３０
（第２・第４・第５）１８：３０～１９：３０

場 所：東京第一ホテル新白河

本宮RC

会長 高橋 永
幹事 沼 昇一

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ネーブルシティもとみやaube

７月１８日 ガバナー公式訪問

７月１９日 ガバナー公式訪問

７月２５日 ガバナー公式訪問
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５０年続いたロータリーが１００年続きますように
「年年歳歳花相似たり歳歳年年人同じからず」
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水
にあらず」
猛暑酷暑の中の７月２６日平井ガバナー様の公

式訪問で私の年度がスタートしました。多岐に
わたりガバナー様には丁寧にご指導いただきま
したが、要約すればポリオ撲滅による公共イメ
ージの向上と会員拡大のためにBe the Inspira-
tion になってTake Action しましょうというこ
とであろうと思われました。その様な地区の方
針も踏まえて、今年度の三春RCは「繋げよう
ロータリー、繋がろうロータリー」をテーマに
次年度記念すべき５０周年を迎えますので、ま
た、時を同じくして日本も平成時代から新時代
への節目の年度にあたりますので新時代への橋
渡しをめざし（５０年続いたロータリーが１００年
続くように）５０年間で蓄積されたノウハウを学
び活かしたいと思います。「ゆく河の流れは絶
えずして、しかももとの水にあらず」５０年前、

初代川又会長時代会員３６人でスタートしてか
ら今日までの三春RCの流れを絶やさないた
めに会員拡大と例会充実が急務だと思いま
す。原点復帰を目指し、「小さな城下町」「歴
史文化の多彩な町」「樹齢千年滝桜の町」で
ある三春町に存在する歴史あるクラブとして
脚下照顧 足元を固めて１年間楽しく例会運
営とクラプ運営ができれば良いと思います。
１年間どうぞよろしくお願いします。

ガバナー公式訪問は８月８日行われました。
今年度の方針としては、諸先輩方の築き上げて
きた礎を維持し、さらに構築して往けるように
頑張ってまいります。
当クラブも一部改善の時期にきているのかと
感じており、会員増員の為にも、次期世代の入
会者を如何にして増やしていくか考える時期に
あり、特に公共イメージアップ・インターアク
ト・ローターアクト活動などを積極的に行動・
実践していきたいと考えております。
また、各委員会の交流を図り会員同志の親
睦を深め、クラブ全体の活気あふれる運営に努
めて会員皆さまの協力を得て、今年度の事業方
針として六項目を最重点課題と位置づけ努力し
ます。

１．各委員会の積極的行動（委員会中心に活動）
２．２名以上の会員増員及び脱会者の防止

３．会員の親睦（夜間移動例会の実施）
４．次世代の青少年との交流及びインターア
クト活動

５．マイロータリーへの会員の積極的参加
６．ロータリー賞への挑戦

小野ロータリークラブの第３６代会長として、
地域に沿った継続的奉仕の心を大切に、会員相
互の親睦醸成により、より参加しやすいロータ
リアン活動を目指したいと考えております。
今年度のRI 会長メッセージは「インスピレ
ーションになろう」であります。
それは、RI 創設以来、奉仕のスケールアッ
プを目指し会員相互の強力な基盤のもと、私た
ちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創
造性を持って正面から立ち向かう意欲を引き出
すための「インスピレーション」になる必要が
あるからと言われています。
第２５３０地区活動においても、地区及び分区の
活動方針に沿って進めてまいります。
なお、会員基盤の維持と強化を図りながらク
ラブ独自の事業や活動計画についても、従来の

活動方針を基本として、休止事業の復活や新
規活動にも取り組みたいと考えております。
結果として地域に奉仕でき喜んでもらえる
ロータリアン活動を目指し、会員全員参加の
もと進めて参ります。

小名浜マリンブリッジが完成して間もない2017年6月3日、いわき小名浜RC恒例の清掃奉仕の日は朝から快晴で、集合
時間１時間前の朝５時に埠頭に着いて散策した。海の青さと朝日に輝くマリンブリッジの白い姿がとても美しく、そこ
にアクアマリンふくしまと小名浜海上保安部の巡視船を配した一枚である。 撮影：いわき小名浜ＲＣ 比佐臣一

今月の表紙紹介

三春RC

会長 石川 和広
幹事 白岩 良子

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：割烹八文字屋

船引RC

会長 橋本 啓司
幹事 安瀬 享

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：開宝 花の湯

小野RC

会長 宗像 利男
幹事 大千里義市

例会日：水曜日 １８：３０～１９：３０
場 所：すずきや食堂

７月２６日 ガバナー公式訪問

８月８日 ガバナー公式訪問

８月８日 ガバナー公式訪問
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ガガババナナーー事事務務所所かかららののおお知知ららせせ

ロータリークラブ・セントラルから、できるだけ早め
に入力してくださいますようお願いいたします。

ククララブブ例例会会開開催催回回数数ににつついいてておお知知ららせせくくだだささいい

今年度、地区では出席率優秀クラブの表彰について復活を検討しています。
クラブは少なくとも月に２回、例会を行わなければならいことから、それらの区分として
①毎週開催 （年間４６回以上開催）
②祝祭日のある週は休会（年間３６回～４５回開催）
③隔週開催 （年間２４回～３５回開催）
の３区分に分けそれぞれの区分毎に表彰を考えています。
貴クラブがどの区分に属するかをお知らせください。
回答は９月１０日までにお願いいたします。
期限までにご返事頂けない場合、集計の都合上表彰対象外とさせていただききます。

報告先：ガバナー事務所
FAX ０２４‐５６３‐４５６６ Mail：2018-19g@ri2530.com

ロロロロロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタタリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーー賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞ににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててて
■２０１８‐１９年度の「ロータリー賞」の会員維持率の考え方
「クラブのサポートと強化」の２番目の項目
「既存会員と新会員の維持率を維持または改善する」の解釈の仕方について、日本事務局に問い合わせを
しておりましたが、このほどRI から回答がありました。

回答：「既存会員」か「新会員」どちらかの維持率を改善（１ポイント上げる）または維持（前年度比９０％
以上の場合）することにより達成となります。

※なお「２０１８‐１９年度ロータリー賞達成ガイド」に、取組みのポイント、報告の仕方などが詳しく記載され
ています。My ROTARYで次のように進んでください。
My ROTARY→ニュース＆メディア→RI 会長→ロータリー賞→（一般情報）ロータリー賞の達成ガイド

お詫びと訂正 ガバナー月信８月号表紙の写真について、撮影者：安藤錬男様の所属クラブを福島北ＲＣと記載しましたが、正
しくは福島ＲＣでした。お詫びして訂正いたします。

My ROTARYからの生年月日入力は、今年度のロータリー賞達成のための項目になっています。
少なくとも６０％の入力が必要です。

県北第一 いわき 中央 会津 相双 県中 県北第二 県南 計
２９歳以下 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ３
３０‐３９ １ ４ ７ ３ ０ ５ ９ ２ ３１
４０‐４９ ３６ ２０ ２２ ２１ ５ ８ ３６ ９ １５７
５０‐５９ ８６ ４３ ３４ ３６ １６ １２ ５０ ８ ２８５
６０‐６９ １１２ ５４ ４５ ５３ １０ ２０ ７７ ９ ３８０
７０歳以上 ９２ ３９ ３９ １８ ８ １１ ４８ ８ ２６３
未報告 ４０ １８２ ３１５ ２０３ １８２ ９２ ２４ ２１０ １，２４８
計 ３６８ ３４３ ４６２ ３３４ ２２１ １４８ ２４５ ２４６ ２，３６７

未入力率 １０．９％ ５３．１％ ６８．２％ ６０．８％ ８２．４％ ６２．２％ ９．８％ ８５．４％ ５２．７％

クラブ数 設定目標項目数
目標設定：０ ４３ ０
目標設定：１‐５ ３ ８
目標設定：６‐１０ ２ １４
目標設定：１０‐１４ ３ ３８
目標設定：１５ １ １５
目標設定：１６以上 １３ ２９９
合 計 ６５ ３７４

ロータリークラブ・セントラル 目標設定（７月末現在） ２５３０地区 分区別年齢構成状況 （２０１８／８／２３現在）
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新会員紹介

■県南分区
矢吹RC

■県南分区
白河西RC

■相双分区
原町RC

坂路 徳幸 鶴丸 彰紀 山田 一馬
■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 造園業
■勤務先 三神園

■入会日 ２０１８年７月１９日
■職業分類 電気部品卸業
■勤務先 ミリオンテック（合）

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 土木建設資材
■勤務先 エーコー産業株式会社

■相双分区
原町RC

■相双分区
相馬RC

■相双分区
相馬RC

古内 正 鎌田 邦一 菅原 恒佳
■入会日 ２０１８年７月１９日
■職業分類 金融業
■勤務先 ㈱常陽銀行原町支店

■入会日 ２０１８年７月１０日
■職業分類 燃料取扱業
■勤務先 新地発電産業㈱

■入会日 ２０１８年７月１０日
■職業分類 ギフト業
■勤務先 ㈱菅原善治商店

■相双分区
相馬RC

■相双分区
富岡RC

■相双分区
富岡RC

西村 年晴 宮本 政範 伊藤 秀夫
■入会日 ２０１８年７月１０日
■職業分類 写真業
■勤務先 ㈱星写真館

■入会日 ２０１８年７月１１日
■職業分類 土木工事
■勤務先 有限会社 宮建工業

■入会日 ２０１８年７月２５日
■職業分類 地方銀行
■勤務先 株式会社 東邦銀行

■相双分区
富岡RC

■相双分区
南相馬RC

■県北第二分区
福島北RC

渡辺 吏 三浦 宏美 渡部 友和
■入会日 ２０１８年７月２５日
■職業分類 ホテル業
■勤務先 富岡ホテル 株式会社

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 金融業
■勤務先 相双五城信用組合

■入会日 ２０１８年７月１７日
■職業分類 証券業
■勤務先 大和証券㈱

■県北第二分区
福島北RC

■県北第二分区
福島北RC

■県北第二分区
保原RC

花見 政行 佐藤 智之 相澤 義和
■入会日 ２０１８年７月１７日
■職業分類 新聞業
■勤務先 福島民報社

■入会日 ２０１８年７月１７日
■職業分類 電気業営業所
■勤務先 東北電力㈱

■入会日 ２０１８年７月１日
■職業分類 社会保険労務士
■勤務先 みらい労務管理オフィス

■県北第二分区
福島東RC

■県北第二分区
川俣RC

■県北第二分区
川俣RC

塚原 洋一 野地 一吉 菅野 昭則
■入会日 ２０１８年７月６日
■職業分類 化粧品・タバコ販売
■勤務先 ㈲大野屋

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 繊維加工業
■勤務先 野地㈱

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 コンビニエンスストア経営
■勤務先 ㈱リバティーベルカンノ

■いわき分区
いわき平RC

■いわき分区
いわき小名浜RC

■いわき分区
いわき勿来RC

五十嵐 敦 坂本 和久 平山 忠幸
■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 テレビ放送
■勤務先 福島テレビ㈱いわき支社

■入会日 ２０１８年７月３日
■職業分類 印刷業
■勤務先 長瀬印刷㈱

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 ゴルフ場
■勤務先 湯本スプリングカントリークラブ㈱

■いわき分区
いわき勿来RC

■いわき分区
いわき勿来RC

■いわき分区
いわき勿来RC

岩本 博 畠山 禎昭 細田 誠一
■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 発電設備インテランス
■勤務先 東北発電工業㈱勿来支社

■入会日 ２０１８年７月１１日
■職業分類 商業銀行
■勤務先 常陽銀行㈱植田支店

■入会日 ２０１８年７月１１日
■職業分類 鉱山化学エンジニア
■勤務先 常盤火力産業㈱
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新会員紹介

■いわき分区
いわき勿来RC

■いわき分区
いわき勿来RC

■いわき分区
いわき平東RC

小澤 啓一 中河 正英 佐藤 哲郎
■入会日 ２０１８年７月１８日
■職業分類 電気業
■勤務先 常磐共同火力㈱勿来発電所

■入会日 ２０１８年７月１８日
■職業分類 生命保険
■勤務先 朝日生命保険相互会社

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 電気供給業
■勤務先 東北電力㈱いわき電力センター

■中央分区
郡山西RC

■中央分区
郡山西RC

■中央分区
郡山南RC

中尾 富安 伊藤 晃 伊藤澄百子
■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 新聞発行
■勤務先 ㈱福島民報社郡山本社

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 電力
■勤務先 東北電力㈱郡山営業所

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 金融業
■勤務先 ジブラルタ生命保険株式会社 福島支社郡山第二営業所

■中央分区
郡山南RC

■中央分区
郡山南RC

■中央分区
郡山南RC

鈴木 文康 早川 桂一 鈴木 里実
■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 飲食店
■勤務先 ㈲グリーンコーポレーション（PETIT GREEN）

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 郵便局
■勤務先 宮城郵便局

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 歌手・音楽企画
■勤務先 サトミオフィス

■県北第一分区
福島RC

■県北第一分区
福島RC

■県北第一分区
福島RC

岩田 竜也 山崎 高寛 丹羽 真一
■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 生命保険
■勤務先 三井生命保険㈱郡山支店福島営業所

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 人材派遣
■勤務先 パワースタッフジャパン

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 精神科医
■勤務先 いのちの電話／福島医大会津医療センター

■県北第一分区
福島RC

■県北第一分区
福島RC

■県北第一分区
二本松RC

中山 興 新田 良一 安齋 淳
■入会日 ２０１８年７月２６日
■職業分類 日本銀行
■勤務先 日本銀行福島支店

■入会日 ２０１８年７月２６日
■職業分類 テレビ放送
■勤務先 テレビユー福島

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 自動車販売
■勤務先 ㈲石畑自動車

■県北第一分区
福島南RC

■県北第一分区
福島南RC

■県北第一分区
福島中央RC

菅野 和江 齋藤 弘之 斎藤 康隆
■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 障がい者就労支援施設運営
■勤務先 一般社団法人 ビーサポート

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 オフィス用品販売（事務機器及び事務用品販売）
■勤務先 有限会社わくや

■入会日 ２０１８年７月４日
■職業分類 不動産業
■勤務先 ㈱ハウスプランニング

■県北第一分区
二本松あだたらRC

■県北第一分区
二本松あだたらRC

■会津分区
喜多方RC

菅原 勝彦 橋本 好浩 石原 浩二
■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 看板塗装制作業
■勤務先 ヒカリ看板塗装店

■入会日 ２０１８年７月５日
■職業分類 職業分類 ホテル業
■勤務先 櫟平ホテル

■入会日 ２０１８年７月１０日
■職業分類 電力供給
■勤務先 東北電力㈱喜多方電力センター

■会津分区
田島RC

■会津分区
会津若松中央RC

米本 昌徳 管 学
■入会日 ２０１８年７月１０日
■職業分類 電気供給
■勤務先 東北電力㈱田島電力センター所長

■入会日 ２０１８年７月２日
■職業分類 生命保険代理店
■勤務先 ㈱いち種保険事務所
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文文 庫庫 通通 信信 （（３３７７００号号・・３３７７１１号号））

http : //www.rotary-bunko.gr.jp

講講演演よよりり（（３３７７００号号））
◎「２人のRI 会長・４つの骨の物語」 渡辺 好政 ２０１８ ２ｐ （Ｄ．２６９０地区大会記念誌）
◎「家族のきずな」 今井 鎮雄 〔２００２〕９ｐ （Ｄ．２５１０RYLAセミナー）
◎「働く誇り」 矢部 輝夫 〔２０１４〕６ｐ （Ｄ．２５１０RYLAセミナー報告書）
◎「大切なのは今」 黒川 光博 ２０１８ ８ｐ （Ｄ．２５９０地区大会の記録）
◎「輝いて生きる」 ジュディ・オング ２０１８ ５ｐ （Ｄ．２７８０地区大会報告書）
◎「グローバル化と自国第一主義」 池上 彰 ２０１８ １９ｐ （Ｄ．２７６０地区大会記録誌）
◎「関ヶ原から読み解く日本近代史～中国地方の德川４００年」 德川 家広 ２０１８ １２ｐ （Ｄ．２６９０地区大会記念誌）
◎「東海道新幹線とリニア中央新幹線」 葛西 敬之 ２０１６ ８ｐ （Ｄ．２７６０地区大会記録誌）
◎「『無言館』のこと－戦没画学生が伝えるもの」 窪島誠一郎 ２０１８ １２ｐ （Ｄ．２５９０地区大会の記録）
◎「サービスの極意」 田崎 真也 〔２０１８〕 ２４ｐ （Ｄ．２５３０地区大会記念誌）

地地区区大大会会講講演演かからら（（３３７７１１号号））
◎「これからのロータリー」 斎藤 直美 ２０１６ ７ｐ （Ｄ．２５２０地区大会記念誌）
◎「変わりゆく時代とロータリー」 本田 博己 ２０１８ ８ｐ （Ｄ．２７４０地区大会記念誌）
◎「ロータリークラブの運営について」 深川 純一 ２０１６ ９ｐ （Ｄ．２７６０地区大会記録誌）
◎「よく分かる職業奉仕」 藤林豊明 ２０１６ １０ｐ （Ｄ．２５２０地区大会記念誌）
◎「菩薩の心とロータリー」 北河原公敬 〔２０１８〕 ２ｐ （Ｄ．２６４０地区大会記録誌）
◎「ロータリーとの出会いを通しての成長」 ジャンチブガルバドラッハ ２０１８ ２ｐ （Ｄ．２７９０地区大会記念誌）
◎「人類の進歩に役立つ科学の例～有機ホウ素化合物を利用する有機合成」 鈴木 章 ２０１８ ５ｐ（Ｄ．２６９０地区大会記念誌）
◎「男と女の脳科学～脳が作り出す男女のミゾ、人生の波」 黒川伊保子 ２０１８ １０ｐ （Ｄ．２７１０地区大会特集号）
◎「これからの日本と誇りある国づくり」 櫻井よしこ ２０１８ ２ｐ （Ｄ．２７４０地区大会記念誌）

〔上記申込先：ロータリー文庫〕

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

ロータリー情報委員会コラム 第２回

いまさらながら定款・細則 その１
「クラブの目的（Purpose Of A Rotary Club）」を達成するため、我々のクラブは活動をしています。その活動のル
ールを定めた、クラブの憲法、法律とでもいうべきものが定款・細則です。

世界中すべてのクラブが標準ロータリークラブ定款を採用しなければなりません。
国際ロータリー細則は、RIに加盟したロータリークラブは所定の標準ロータリークラブ定款を採用することと規定
しています。（RI 理事会が認めた例外もあり）

クラブ細則は変更を加えることが可能です。
クラブ定款により細則を設けることが規定されています。
「推奨ロータリークラブ細則」を採用することが推奨されていますが、クラブの慣習を反映させてクラブの議決に
より変更を加えることが認められています。
ただしRI 定款、RI 細則、クラブ定款、ロータリー章典と矛盾していないことが必要です。

定款・細則は我々を束縛するためのものではなく、活動のために必要かつ最も効率的な手順を規定したものです。
よく理解して読み込んでみましょう。ロータリーを理解させてくれるとともに、あなたの味方になってくれるで

しょう。

【参考資料】
※My ROTARYからログイン→ラーニング＆参考資料→ロータリーについて→方針と手続き→組織規程。
RI 定款・細則、標準定款・推奨細則、ロータリー章典がダウンロードできます。

文責 ２５３０地区 Ｒ情報委員 渡辺英人
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７月会員数報告とMy ROTARY登録率
分
区 クラブ ７／１現在会員数

（内女性）
前月末会員数

（内女性）
当月入会者数

（内女性）
当月退会者数

（内女性）
当月末会員数

（内女性）
前月比
増 減

例会
回数

出席率（％）
（参考）

県
南
分
区

白 河 ４２（２） ４２（２） ０（０） ０（０） ４２（２） ０ ５ １００．００％
須 賀 川 ４７（０） ４７（０） ０（０） １（０） ４６（０） ‐１ ４ ９７．７３％
東 白 川 １１（０） １１（０） ０（０） ０（０） １１（０） ０ ４ ９５．４５％
石 川 ３８（３） ３８（３） ０（０） ０（０） ３８（３） ０ ４ １００．００％
矢 吹 １９（１） １９（１） ２（０） １（０） ２０（１） １ ２ ６５．００％
白 河 西 ５８（５） ５８（５） １（０） ０（０） ５９（５） １ ４ ７３．３９％
須賀川ぼたん １３（０） １３（０） ０（０） ０（０） １３（０） ０ ４ １００．００％
白 河 南 １６（０） １６（０） ０（０） ０（０） １６（０） ０ ４ ６８．２５％

県 南 分 区 小 計 ２４４ １１ ２４４ １１ ３ ０ ２ ０ ２４５ １１ １ ８７．４８％

県
中
分
区

本 宮 ３６（５） ３６（５） ０（０） ０（０） ３６（５） ０ ４ ５８．２１％
三 春 ２５（２） ２５（２） ０（０） ０（０） ２５（２） ０ ４ ７４．００％
滝 根 ５（０） ５（０） ０（０） １（０） ４（０） ‐１ ３ １００．００％
常 葉 １９（０） １９（０） ０（０） ０（０） １９（０） ０ ３ ８５．９６％
船 引 ４６（３） ４６（３） ０（０） ０（０） ４６（３） ０ ３ ６８．８４％
小 野 １７（０） １７（０） ０（０） ０（０） １７（０） ０ ３ ５８．８２％

県 中 分 区 小 計 １４８ １０ １４８ １０ ０ ０ １ ０ １４７ １０ ‐１ ７４．３１％

相
双
分
区

原 町 ２７（１） ２７（１） ２（０） １（０） ２８（１） １ ３ ７５．３０％
相 馬 ３３（５） ３３（５） ３（０） ０（０） ３６（５） ３ ４ ７１．６３％
浪 江 ４５（１） ４５（１） ０（０） ０（０） ４５（１） ０ １ ４８．８９％
富 岡 ３５（３） ３５（３） ３（０） ０（０） ３８（３） ３ ２ ９２．１１％
原 町 中 央 ４４（６） ４４（６） ０（０） ０（０） ４４（６） ０ ４ １００．００％
南 相 馬 ２７（３） ２７（３） ２（０） ０（０） ２９（３） ２ ４ ８５．３４％

相 双 分 区 小 計 ２１１ １９ ２１１ １９ １０ ０ １ ０ ２２０ １９ ９ ７８．８８％

県
北
第
二
分
区

飯 坂 ３８（２） ３７（２） ０（０） １（０） ３７（２） ０ ４ ９１．２８％
福 島 北 ４４（０） ４４（０） ３（０） ３（０） ４４（０） ０ ４ ７６．７４％
保 原 ２７（２） ２６（２） １（０） １（０） ２７（２） １ ４ ８５．１９％
福 島 東 ３９（３） ３９（３） １（０） ０（０） ４０（３） １ ４ ７３．１３％
梁 川 １６（１） １６（１） ０（０） ０（０） １６（１） ０ ４ ７６．５６％
川 俣 ３２（１） ３２（１） ２（０） ０（０） ３４（１） ２ ４ ７０．５９％
だ て 西 １１（３） １１（３） ０（０） ０（０） １１（３） ０ ５ １００．００％
福島しんたつ ３３（３） ３３（３） １（０） ０（０） ３４（３） １ ４ ７９．４１％

県北第二分区小計 ２４０ １５ ２３８ １５ ８ ０ ５ ０ ２４３ １５ ５ ８１．６１％

い

わ

き

分

区

い わ き 平 ５１（０） ５１（０） １（０） ０（０） ５２（０） １ ４ ７１．１５％
いわき小名浜 ６９（０） ６９（０） １（０） ０（０） ７０（０） １ ４ ７１．７０％
い わ き 勿 来 ４９（０） ４９（０） ６（０） ０（０） ５５（０） ６ ３ ７６．６２％
い わ き 内 郷 １９（１） １９（１） ０（０） ０（０） １９（１） ０ ４ ６７．１１％
い わ き 常 磐 ２２（０） ２２（０） ０（０） ０（０） ２２（０） ０ ３ ７９．３７％
い わ き 平 東 ５３（１） ５３（１） １（０） ０（０） ５４（１） １ ４ ６０．５０％
い わ き 四 倉 １２（３） １２（３） ０（０） ０（０） １２（３） ０ ２ ６２．５０％
いわき平中央 ２５（４） ２５（４） ０（０） ０（０） ２５（４） ０ ３ ８６．６７％
い わ き 鹿 島 １８（４） １８（４） ０（０） ０（０） １８（４） ０ ３ ７５．９３％
い わ き 桜 １５（１５） １５（１５） ０（０） ０（０） １５（１５） ０ ３ ８４．４４％

い わ き 分 区 小 計 ３３３ ２８ ３３３ ２８ ９ ０ ０ ０ ３４２ ２８ ９ ７３．６０％

中

央

分

区

郡 山 １０１（０） １０１（０） ０（０） ０（０） １０１（０） ０ ４ ７５．２７％
郡 山 西 ４５（０） ４５（０） ２（０） １（０） ４６（０） １ ４ ６５．９６％
郡 山 東 ３５（０） ３５（０） ０（０） ０（０） ３５（０） ０ ４ ５７．８６％
郡 山 南 ７７（８） ７７（８） ４（２） ０（０） ８１（１０） ４ ４ ８５．８１％
郡 山 北 ４２（０） ４２（０） ０（０） ０（０） ４２（０） ０ ４ ７５．９７％
郡 山 西 北 ４５（２） ４５（２） ０（０） ０（０） ４５（２） ０ ４ ７１．２６％
郡 山 安 積 ４２（３） ４２（３） ０（０） ０（０） ４２（３） ０ ４ ７９．７６％
郡山アーバン ３３（１５） ３３（１５） ０（０） ０（０） ３３（１５） ０ ４ ７０．４０％
郡山コスモス １７（４） １７（４） ０（０） ０（０） １７（４） ０ ５ ６４．７１％
福島グローバル １８（２） １８（２） １（０） ０（０） １９（２） １ ３ ５１．８５％

中 央 分 区 小 計 ４５５ ３４ ４５５ ３４ ７ ２ １ ０ ４６１ ３６ ６ ６９．８９％

県
北
第
一
分
区

福 島 ８３（４） ８３（４） ５（０） ０（０） ８８（４） ５ ３ ６７．８６％
二 本 松 ３８（４） ３８（４） １（０） ０（０） ３９（４） １ ３ ６８．５２％
福 島 南 ７３（７） ７３（７） ２（１） ０（０） ７５（８） ２ ４ １００．００％
福 島 西 ２４（１） ２４（１） ０（０） ０（０） ２４（１） ０ ４ ８３．７２％
福 島 中 央 ５６（３） ５６（３） １（０） ０（０） ５７（３） １ ４ １００．００％
二本松あだたら ３５（３） ３５（３） ２（０） ０（０） ３７（３） ２ ３ ８６．７９％
福 島 ２１ ４９（５） ４９（５） １（０） ０（０） ５０（５） １ ４ ８７．２３％

県北第一分区小計 ３５８ ２７ ３５８ ２７ １２ １ ０ ０ ３７０ ２８ １２ ８４．８７％

会

津

分

区

会 津 若 松 ５９（０） ５９（０） ０（０） ０（０） ５９（０） ０ ４ ８２．６３％
喜 多 方 ５２（０） ５２（０） １（０） ０（０） ５３（０） １ ５ ８１．５７％
会 津 若 松 西 ２１（０） ２１（０） ０（０） ０（０） ２１（０） ０ ４ ８６．８４％
猪 苗 代 ２６（３） ２６（３） ０（０） ０（０） ２６（３） ０ ４ ８３．３３％
会 津 坂 下 ３７（０） ３７（０） ０（０） ５（０） ３２（０） ‐５ ４ ７５．７８％
田 島 ３３（０） ３３（０） １（０） ０（０） ３４（０） １ ４ ４８．５４％
会 津 若 松 南 ２５（２） ２５（２） ０（０） ０（０） ２５（２） ０ ４ ８５．００％
会津若松城南 ２６（０） ２６（０） ０（０） ０（０） ２６（０） ０ ４ ７２．０４％
喜 多 方 中 央 ３４（１） ３４（１） ０（０） ０（０） ３４（１） ０ ４ ８０．８８％
会津若松中央 ２１（７） ２１（７） １（０） ０（０） ２２（７） １ ４ ８２．９５％

会 津 分 区 小 計 ３３４ １３ ３３４ １３ ３ ０ ５ ０ ３３２ １３ ‐２ ７７．９６％
２５３０ 地 区 合 計 ２，３２３（１５７） ２，３２１（１５７） ５２（３） １５（０） ２，３６０（１６０） ３９ ７８．５７％

My ROTARY
登録率（％）
３８．１％
６．５％
２７．３％
７．９％
１９．０％
８９．８％
２３．１％
１２．５％
２８．０％
３３．３％
６４．０％
８０．０％
４７．４％
６３．０％
２３．５％
５１．９％
１３．８％
２２．２％
６．７％
１３．２％
１３．６％
４８．３％
１９．６％
１００．０％
９５．５％
６１．５％
３０．０％
７５．０％
２９．４％
９．１％
６７．６％
５８．５％
１１．５％
２１．４％
１９．６％
１０．５％
２３．８％
２４．１％
１６．７％
２４．０％
３３．３％
１００．０％
２８．５％
７．９％
９３．５％
７１．４％
８８．９％
２１．４％
１１．１％
１４．３％
５１．５％
８８．２％
７３．７％
５２．２％
９４．３％
７６．９％
６４．０％
７０．８％
９８．２％
５７．１％
９８．０％
７９．９％
３９．０％
５０．９％
９０．５％
８４．６％
８７．９％
８２．９％
１６．０％
３８．５％
８２．４％
９５．５％
６６．８％
４８．２％

※７月１日、および前月末の会員数は、ともに暫定版となっております。確定数は１０月号に掲載予定です。
※My ROTARY登録率は８／１７現在です。
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