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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
１２月を迎え、間もなく６ヶ月が過ぎようとしていま
す。ガバナーの責務の一つである公式訪問は１１月２８日
の福島中央ロータリークラブを最後に全クラブ終了し
ました。
各クラブの皆様が真剣にロータリー活動に取り組ま
れている姿にたいへん感銘をうけました。特に、RI
の目標と地区目標に対し、その意味を良く理解され、
それぞれのクラブが可能なところからチャレンジして
おり、最大の目標である会員増強に対しては、地域の
環境、クラブの規模、会員構成などさまざまな条件の
中、できる限りの努力をしようとの意気込みが感じら
れとても頼もしく感じました。
さて、１２月は疾病予防と治療月間です。
疾病予防と治療はロータリーの６つの重点分野の一
つです。
私たちの住む日本は、高度医療が準備され、伝染病
の脅威は少なく安心して暮らすことが出来ます。しか
し、発展途上国では、先進国での症例が少ないため、
製薬会社の開発の遅れから、毎年世界で１０億人がデン
グ熱やハンセン氏病に苦しんでいます。これらの伝染
病の予防方法を教える保健教育プログラムを支援し、
予防接種を推進したり、伝染病の予防接種キャンペー
ンを実施する活動などを通して支援することが望まれ
ています。
また医療の充実も必要です。世界人口の６人に１人
が医療費を払うことができず、医療費の負担によっ
て、毎年１億人が貧困生活に追い込まれています。
世界には保健従事者の数が人口１万人あたり２３人に

満たない国が５７あり、毎年世界で２４０万人の医師、看
護師、助産師、熟練介護者が不足しています。これら
に対し、奨学金、助成金、啓蒙活動を通じて、保健従
事者の継続的な教育と研修を支援したり、医療が行き
届いていない地域で低費用または無料で医療を提供す
る方法などの支援が求められています。
「疾病予防と治療」について、より具体的な事例を
ご紹介いたします。

ジョージ・バッシュさん（タオス・ミラグロ・ロー
タリークラブ、米国ニューメキシコ州）は、２００１年、
６４歳で初めてヒマラヤ登山に挑戦し、そのおり、家の
中に穴を掘って火を起こす家庭や、家畜の糞を燃料代
わりにする家庭があり多くの家屋で家庭排気による煙
害が起きていることを体験しました
煙害は、健康被害をもたらし、世界保健機関（WHO）
の調査によると、２０１２年、石炭や木材、バイオマス燃
料を燃やして調理をし、その家庭排気による大気汚染
で４３０万人の命が奪われました。犠牲者のうち、５歳
未満の子どもが半数以上を占め、専門家は、台所で火
を焚くことは、１時間に４００本のタバコを燃やすよう
なものだと警告します。
この状況を何とかするために、バッシュさんは２００９

年にヒマラヤを再訪しました。
燃焼効率の良い調理用ストーブを設置することで問

題を解決できることを知ったバッシュさんは、２０１０
年、４８台のストーブを家庭に提供。その後もプロジェ
クトは続き、今日までに３，０００台以上を提供したそう
です。都市部から離れた辺地にはヘリコプターで運
び、輸送に数日を要することもありますが、ストーブ
１台の購入、輸送、設置にかかった費用は、わずか約
１００ドルだそうです。

「「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④④

住みやすく素晴らしい世界をつくって。
人々の生活向上にみんなで協力し、国際援助活動の

ボランティアとなり、他国の人々を援助し、他国のロ
ータリアンとの親睦という感激を味わうよう奨励して
下さい。
ロータリー財団への無条件寄付（使途を指定しない

寄付）を増やすことを推進して下さい。そうすれば、
私たちの財団プログラムは、国際理解と平和の向上に
建設的な影響力を及ぼし続けることができます。
世界親睦活動プログラム、ロータリー友情交換、青

少年交換プログラム、世界社会奉仕、国際共同委員
会、活動するロータリー・ボランティア、親睦と奉仕
を推進する他のプログラムに参加するよう要請して下
さい。
米国オレゴン州ポートランドで開かれる１９９０年 R.I.

国際大会に出席するよう奨励して下さい。ポートラン
ドは、ロータリアンが、奉仕の基盤として、真似のでき
ないような方法で、親睦を享受できる楽しい都市です。

１９８９‐９０年度
国際ロータリー会長 ヒューＭ．アーチャー
米国ミシガン州 ディアボーン・ロータリー・クラブ
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第２回ガバナー補佐会議開催
地区幹事 鈴 木 和 夫

第２回ガバナー補佐会議が、１１月３日（土）１０時３０分から
１２時までウィル福島アクティおろしまちで開催されまし
た。参加者は、平井義郎ガバナー、阿久津肇地区運営委員
会委員長、酒井善盛地区研修リーダー、芳賀裕ガバナーエ
レクト、三本杉栄広地区運営検討チームリーダー、県南分
区・小林千秋ガバナー補佐、県中分区・大内富雄ガバナー
補佐、相双分区・青田由広ガバナー補佐、県北第２分区・
渡邊武ガバナー補佐、いわき分区・高萩勝利ガバナー補
佐、中央分区・阿部光司分区幹事、県北第１分区・古俣猛
ガバナー補佐、会津分区・星冨士雄ガバナー補佐の皆さん。
議事は次の通りです。
①ガバナー公式訪問についての現況報告―平井義郎ガバ
ナーから説明

②ロータリー賞への取り組みについて―平井義郎ガバナ
ーから説明
ガバナー補佐が担当クラブを指導すること

③２０１９‐２０年度
クラブ幹事候
補者研修セミ
ナー（SETS）
について―阿
久津肇地区運
営委員長から
説明
クラブ幹事の役割の重要性を理解し、各分区で幹事研
修セミナー行うこと
④地区大会について―平井義郎ガバナーから説明
⑤地区運営等に関するアンケートについて―三本杉栄広
地区運営検討チーム・チームリーダーから説明
⑥各ガバナー補佐から活動報告
⑦その他

ガバナー補佐予定者研修セミナー開催
次期地区幹事 安 藤 正 道

第２５３０地区ガバナー補佐指名規定の第６条には「ガバナ
ーエレクトは地区研修委員会の協力を得て、次期カバナー
補佐に必要な研修セミナーを実施する。研修セミナーは少
なくとも３回実施し、研修終了後、修了証を交付する。次
期ガバナー補佐は研修終了後、７月１日をもって任命され
る」と記されております。
２０１９－２０年度のガバナー補佐予定者は、会津分区：齋藤
純一（会津若松西RC）、県南分区：中野義照（石川RC）、県
中分区：白岩薫（船引RC）、相双分区：伊藤公明（浪江
RC）、県北第二分区：西川博美（福島しんたつRC）、いわ
き分区：上村直人（いわき常盤RC）、中央分区：小野塚昇
一（郡山安積RC）、県北第一分区：遊佐金一（二本松RC）
（敬称略）の方々が各分区より推薦されましたので、これよ
り芳賀裕ガバナーエレクトの主催のもと、地区研修委員会
の皆様の協力を得て３回の研修セミナーを実施してまいり
ます。
第１回ガバナー補佐予定者研修セミナーは２０１８年１１月３
日（土曜）１３時から、福島市の卸町内にあるウィル福島ア
クティおろしまちで開催されました。その内容は以下の通
りです。
１．開会のことば 田中文雄地区研修委員会副委員長
２．ガバナーあいさつ 平井義郎ガバナー
３．ガバナーエレクトあいさつ 芳賀裕ガバナーエレクト
４．地区研修リーダーあいさつ

酒井善盛地区研修リーダー
５．次期地区研修リーダーあいさつ

佐久間英一次期地区研修リーダー
６．参加者自己紹介
７．研 修
①ガバナー補佐の責務 酒井善盛地区研修リーダー

②ガバナー補佐として必要なロータリーの知識
阿久津肇地区運営委員長

③ガバナー補佐の役割 芳賀裕ガバナーエレクト
④地区行事予定 安藤正道次期地区幹事
８．質疑・意見交換
９．総 評 酒井善盛地区研修リーダー
１０．閉会のことば 渡辺健寿地区研修委員会委員
他に出席者は、紺野義人地区研修委員会委員、佐藤喜市
郎地区研修委員会委員、鈴木和夫地区幹事、箭内一典次期
地区代表副幹事、鍛冶輝雄次期地区資金委員会委員長らが
出席し研修セミナーが行われ、１６時に閉会となりました。
８人のガバナー補佐予定者は、初回の研修セミナーでし
たので緊張した様子でしたが熱心に受講され、補佐として
の責任の大きさを実感された一日だったかと思います。
今後のガバナー補佐予定者研修セミナーの予定は以下の
ようになります。
第２回 日時 ２０１８年１２月８日（土） １０時から１６時

場所 ウィル福島アクティおろしまち
第３回 日時 ２０１９年１月２７日（日） １３時から１６時

場所 ウィル福島アクティおろしまち
特に、第３回の研修セミナーは、芳賀ガバナーエレクト
が国際協議会から帰国した翌週の開催となりますので、
２０１９‐２０年度のRI
のテーマを発表し
説明されるのかと
思います。そして
修了時にはガバナ
ー補佐予定者に修
了証書が授与され
ます。
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米山記念奨学会地区学友会 奨学生による体験発表会

第２５３０地区米山学友会 会長 チンタカ・クマーラ（福島グローバルRC）

今年度の米山記念奨学生による
体験発表会が１１月１２日（日）に郡
山市の国際総合学園国際医療看護
福祉大学校講堂にて盛大に行われ
ました。
今年度は、福島大学、会津大

学、東日本国際大学及び国際公務
員大学校で学ぶ８ヶ国（インドネ
シア、スリランカ、ネパール、
ミャンマー、ベトナム、韓国、台湾、中国）の留
学生が様々なテーマで発表を行われました。会場
を満席に埋めたロータリアン皆様は感動や笑いに
包まれ、次はどんな発表だろうかとわくわくされ
ている様子でした。
今回は例年と異なり、米山記念奨学生だけでは

なく、間に国際アート＆デザイン大学校高等課程
のインターアクトクラブ会長である飯島慶子さん
の活動報告や前年度の青少年交換留学生である鶴

岡涼さんの帰国報告も行われました。我が地区か
ら発するこのような活動は、地区米山記念奨学会
地区学友会のさらなる進化を感じさせるものです。
体験発表会終了後は、奨学生が一生懸命に作っ
た母国の料理が振る舞われ、ロータリアンの皆様
は奨学生と楽しく歓談され、新たな出会いも味
わっておられました。
「地区国際奉仕は米山奨学生の地域へ、そして
より強い懸け橋」

インターアクト連絡協議会

インターアクト委員会委員長 大木 和彦（須賀川RC）

平成３０年１０月２６日 須賀川アリーナにおいて、
平成３０年度第２回インターアクトクラブ連絡協議
会を開催しました。同協議会は、インターアクト
クラブの顧問と提唱クラブそして、地区インター
アクト委員会で構成され、年二回開催しておりま
す。
今回は、平井義郎ガバナーに参加いただき、顧

問２１名、ロータリアン２７名の４８名の出席をいただ
きました。
議事については

１．新設クラブの紹介
２０１８年５月１６日結成された猪苗代JRCインター
アクトクラブ顧問の紹介

２．地区事業報告
６月５日 会津農林高校インターアクトクラブ

が担当した「リーダー研修会」報告
８月２日～３日 岩瀬農業高校インターアクト

クラブが担当した「第２５回年次大
会」報告

３．地区事業計画
１２月９日～１０日
いわき総合高校インターアクトクラブが担当
する「国際理解研修会」説明
平成３１年開催 仁愛高校インターアクトクラブ
が担当する「リーダー研修会」説明
２０１９年８月８日～８月９日
福島東稜高校インターアクトクラブが担当す
る「第２６回年次大会」説明

その他として、福島２１RC渡辺浩子さんに「危
機管理について」講話をいただきました。
参加されたロータリアンからもインターアクト
に対し貴重なご意見
を賜ることができ感
謝申し上げます。
今後ともご支援よ
ろしくお願いしま
す。ありがとうござ
いました。
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第２回 東北多地区合同 青少年交換オータムキャンプIBS in MIHARU報告書

国際ロータリー第２５３０地区 奉仕プロジェクトグループ 青少年交換委員会委員 福原 義守（三春RC）
１０月２７／２８日の二日間、岩手・宮
城、山形、福島東北３地区に留学し
てきた１０名の学生を中心に、ホスト
ファミリーそしてロータリー関係者
が、三春の里田園生活館に集合し、
「オータムキャンプIBS in MIHARU
．２０１８‐１９」が、開催されました。

２７日（土）１３：３０～１４：００ 登録
◆１４：００～１４：３０
オープニングセレモニー

・英語通訳・司会
佐藤美奈子 青少年交換委員

・RI 第２５３０地区平井義郎ガバナー挨拶
・オータムキャンプについて 青少年交換委員長
佐藤正道
・参加者自己紹介 INBOUND日本語で挨拶
◆１４：３０～１６：３０セッション１
・ロータリーのルールについて
・青少年交換留学中のアドバイス
・日本について語る
・私の経験
◆セッション２
・イントロダクション
・フリーディスカッション
◆１６：３０～グランドゴルフ
◆１７：３０～夕食 本格シュラスコバーベキュー
◆星空ウォッチング・輪投げ大会

２８日（日） ７：００起床
◆７：３０ 朝食（和食）
◆９：００～コミュタン福島

（福島県環境創造センター）
◆１１：００～福島ガイナ（福島さくら遊学舎）見学
◆１２：１５～昼食
◆１３：００～龍穏院、日本のお寺見学
◆１５：００ 解散

いわき分区合同平井義郎ガバナー歓迎会
いわき分区ガバナー補佐 高萩 勝利（いわき勿来RC）

晴天に恵まれた２０１８年９月６日の１８：３０から、いわ
き市内郷にあるクレールコート内郷館で平井義郎ガバ
ナーと令夫人智子様、鈴木和夫地区幹事をお迎えして
ガバナー歓迎会を行いました。
開会のあいさつ後に、平井義郎ガバナーと渡邉公平
パストガバナーからごあいさつをいただき、いわき鹿
島RC曽我泉美会長といわき桜RCの石山美紀子会長よ
り、ガバナーご夫妻へ記念品と花束の贈呈を行いまし
た。
全員で記念撮影後、いわき分区ガバナー補佐経験者
・中田博道氏（いわき平中央RC）による乾杯から祝
宴が始まり、次第に沿って楽しく和やかに平井ガバナ
ーのいわき分区での歓迎会が行われました。
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クラブ会長方針
４５年の歴史ある郡山北RC会長職を責務の完
遂まで会員のご協力を頂きながらクラブ運営に
邁進します。
バリー・ラシンRI 会長のテーマ「インスピ
レーションになろう」を理解し自らの行動を
もって、ロータリーについて（感化）或いは
（示唆）しましょう。
平井ガバナーの「地区運営方針」９項目の実
践の為ご協力をお願いします。

クラブ目標
１．会員増強 純増３名以上、現在４３名 ４６名
以上の会員

２．充実した例会によるクラブの活性化、会員
事業所訪問

３．例会の出席率向上
４．社会奉仕事業の充実
①郡山市の花「花かつみ」の植栽事業への協力
②安積山「五七五」吟行会の支援
③猪苗代湖、水質改善支援

５．ロータリー財団への理解と貢献
①１会員あたり１５０＄以上
②ポリオ撲滅に１会員３０＄
６．米山記念奨学会への理解と協力
１会員あたり１５，０００円以上

バリー・ラシンRI 会長の掲げた「インスピ
レーションになろう」をうけ、平井義郎ガバナ
ーは、見直しが必要になっている部分を柔軟な
発想でより良いものに変えてゆくことと、若い
会員の増強を図ることを念頭に地区活動方針と
目標を掲げられました。
私たち郡山コスモスは、規模こそ小さいもの
の若々しさが溢れるクラブではないかと自負し
ています。それは、三十代四十代会員の存在が
大きいでしょう。さらに若い会員が増えれば、
そのエネルギーが全会員に伝播していき、全て
の会員がワクワク活き活きと活動するクラブに
なるに違いありません。
今年の活動テーマは、常にロータリーの目的

と四つのテストを念頭に、身近な地域社会に
貢献出来る活動をしてまいります。そして三
十代四十代の会員増強を図り、例会がより楽
しくかつ充実した時間となることを目指して
努力してまいります。

「ロータリーを楽しもう」
この度、郡山西ロータリークラブ２０１８－１９年
度会長を仰せつかりました遠藤雄一です。まだ
入会７年目でロータリーのことでわからないこ
とが多々ありますが１年間皆さんのご協力のも
と頑張ってやっていきたいと思いますのでよろ
しくお願いします。
ロータリーの目的として次の４つのことが挙
げられています。
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会
に奉仕する機会としてロータリアン各自
の職業を高潔なものにすること。

第３ ロータリアン一人一人が個人として、ま
た職業及び社会生活において、日々、奉
仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親
善、平和を推進すること。

「ロータリーを楽しもう」のスローガンのも

と、この目的の内、１番のことに力を入れ、
特に新しいメンバーとの輪を広げたいと考え
ています。そのためには、出席しやすい、そ
して楽しい例会と親睦活動が重要と考えてい
ます。５５周年、６０周年に向けて若いメンバー
に出席していただき、意見を交換して活性化
を図りたいと考えています。
皆さんのご指導と、ご協力をよろしくお願
いします。

郡山コスモスRC

会長 鏑木 俊裕
幹事 山 知秀

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：郡山ビューホテル

郡山西RC

会長 遠藤 雄一
幹事 堀江 正喜

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテルハマツ

郡山北RC

会長 佐久間島江
幹事 深澤 純一

例会日：月曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテルハマツ

１０月１日 ガバナー公式訪問

１０月２日 ガバナー公式訪問

１０月３日 ガバナー公式訪問
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職業奉仕を通して会員増強を！！
世の中のすべてのことと同じようにロ－タ
リ－も力を注げば注ぐほど得るものは大きくな
ります。
平井ガバナ－によると人間形成・自己研鑽の
ロ－タリ－、そしてそこで培われた職業を通じ
てのサ－ビスの心の実践がつぎの奉仕の原動力
になります。
ポリオで大事なのは世界中でポリオワクチン
の注射を一斉投与しているから発症が抑えられ
ているということです。その投与ができない紛
争地域のパキスタン・アフガニスタンに発症例
があり日本全国１００万人の乳幼児×４回の義務
接種×５，０００円＝２００億円が市町村負担になって
いるところであり３年間の撲滅宣言がでるまで
もう少しです。大町でポリオ撲滅募金キャン
ペ－ンを行ったところ別の会員のイベントでの
キャンペーンの申し込みがありました。また
「こども食堂」の支援も格差社会という世相の
要請に応じた試みです。

自分の職業を大切にするとともに他人の職
業も大切にしその職業を通じて自己研鑽を積
む。社員もまたその職業を通じて人格を伸ば
せればお得意様もついてくる。同業者を大切
にすれば業界の社会的な地位も向上し利益が
ついてきます。ロ－タリ－の職業奉仕のスキ
ルを個人生活・社会生活に活かす時です。

当クラブも創立以来３０年を過ぎ、これまで

培ってきた郡山安積ロータリークラブとして

の、特色ある継続事業が有ります。これに加

え、近年特に直前会長、前々会長が会員の皆さ

んと共に締結した姉妹クラブ、台湾の桃園福宏

扶輪社、奈良県の橿原RCに加え、従前からの

西那須野RCが有ります。姉妹クラブと良好で

友好的な関係を継続していくためには、相手ク

ラブの文化・歴史を理解することが必要なこと

です。

当クラブも３３年目を迎え、これからはまた新

しいクラブの特色を形成して行く必要があるか

と思います。今迄の郡山安積RCの良い点を残

しつつ、若い会員が増えたことから、若返り

を図り活気あるクラブとする必要が有りま

す。

「もっと気軽にロータリー」

２０１８‐１９年度の郡山西北ロータリークラブ会
長を拝命した山口哲行です。ほぼほぼ幽霊会員
として過ごしてきた自分ですが、会員の皆様方
のお力添えを頂きながら、任を全うしたいと思
います。
第２５３０地区の活動目標に「会員基盤の維持と
強化」が掲げられていますが、当クラブは現在
４５名から悲願の５０名達成に取り組んでいきま
す。
一方、ロータリークラブに対する思いは会員
それぞれでいろいろだと思いますが、是非それ
ぞれの会員が満足できるようなクラブの運営を
心掛けたいと思います。「気軽に参加できるロ

ータリークラブ」をテーマに現会員のより一
層の相互理解の促進と、新たな会員の取り込
みを図ります。
皆様のご指導を心よりお願い致します。

郡山RC

会長 初瀬 照夫
幹事 高橋 裕一

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：郡山ビューホテルアネックス

郡山安積RC

会長 小橋 達夫
幹事 高橋 亮

例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ベルヴィ郡山館

郡山西北RC

会長 山口 哲行
幹事 角田 修

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：郡山ビューホテルアネックス

１０月４日 ガバナー公式訪問

１０月９日 ガバナー公式訪問

１０月１０日 ガバナー公式訪問
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現在、ロータリークラブや他の奉仕団体その
他経済団体等の会員数の減少が著しく見られて
おります中、本年度は郡山南ロータリークラブ
の会員数の増強を最大の目標に掲げ、クラブ会
員増強に力を入れて行きたいと思います。
ロータリークラブは家族です、家族は一人で
も欠けると寂しさが増すものでもありますので
クラブ会員が楽しく、全員参加出来る様なプロ
グラムを実践してクラブ会員の皆様と共に連携
して当年度のプログラムと職業奉仕を尊重し、
国際奉仕並びに青少年奉仕に貢献して地域社会
にロータリー活動を PR出来るように努めて行
きたいと思っております。
当年度はタイ国バンコク「チェラナコーンロ
ータリークラブ」との友好クラブの締結と、

２０１９年５月２５日に郡山市民文化センターで
「全日本ロータリークラブ親睦合唱祭」が催
されるなど、数多くのプログラムが計画され
ておりますので、クラブ会員の皆様方のご協
力をお願い申し上げます。

１０月１７日に「ガバナー公式訪問」がありまし
た。クラブ協議会ではクラブ会長が掲げた項目
に沿った各委員会の発表を行い、ガバナーから
のご講評をいただきました。その中で、「指導
するための訪問ではない」と優しくおっしゃら
れたことが非常に印象的でした。ロータリアン
各自が責任を持ったプロジェクトを実現して、
その結果にプロジェクトの対象になった方々と
喜びを分かち合えることができることは素晴ら
しいことであるとも述べられました。
当クラブでは各種の奉仕活動を継続し、その
ロータリー活動を一般の人々に広く知ってもら
うため公共イメージの向上に取り組んでいま
す。例えば、グローバル補助金を利用した台湾
での事業を新聞掲載という形で取り上げていた
だいたこと、「無料困りごと相談会」の開催に
当たっては事前に新聞に載せることによって相

談者を募集できるようにしたことなどがあげ
られます。
クラブ方針はガバナー方針に従って計画を
立てていますが上記のように具体的にできる
ことから実行に移しています。

会員の為のＲＣを創る
≪小規模クラブの未来の為に≫

小規模クラブの存続の為、組織改革と会員全
員のロータリークラブ活動への更なる意識向上
が必要です。歴代会長が提唱された、クラブ財
政及び組織改善を私は今年度も実行致したいと
思っております、その為には第２５３０地区活動へ
の参加、新しい事業への参加を模索する事やク
ラブ財政の安定的な運用の為に、会費の見直し
など、福島グローバルロータリークラブがこれ
からも継続する為に、色々な施策を全会員で話
し合いながら行動して行きたいと思います。

活動計画
１．地区大会及び各研修会議等への参加
２．他クラブとの合同例会及び移動例会を行い
友好を深める

３．クラブ例会での会員コミュニケ－ション
を増やし親睦を深める

４．地区補助金を活用出来る奉仕活動の企画
・運営を計画する

５．知識向上の為、クラブ勉強会を行う
６．小規模ロータリークラブ運営の参考にし
て頂けるような組織にする

郡山南RC

会長 福舛 透
幹事 岡部 純子

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテルハマツ

郡山アーバンRC

会長 白岩 邦俊
幹事 松川 義行

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテルハマツ

福島グローバルRC

会長 西川 仁
幹事 小沼 博義

例会日：月曜日 １９：００～２０：００
例会場：郡山市 開成山大神宮参拝者休憩所

（福島市、須賀川市等での移動
例会の場合日時変更あり）

１０月１１日 ガバナー公式訪問

１０月１７日 ガバナー公式訪問

１０月１５日 ガバナー公式訪問
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本年度二本松あだたらロータリークラブの会
長の大役を仰せつかりました渡辺正弘です。楽
しめるクラブ作りと自身も楽しかったと言える
１年間を目指し、活動したいと思っておりま
す。
まだまだ、経験未熟な若輩者ではございます
が２６代目としてクラブの名誉や歴代会長のご功
績に恥じぬよう誠心誠意努力して参りますの
で、何卒宜しくお願い致します。

本年度のクラブの活動方針と目標を下記の通
り設定したいと考えております。

１、地区目標の会員増強を達成する
増強目標は、会員２名の純増
女性会員及び５０歳未満（可能ならば４０歳未
満）会員の純増１名

２、ロータリーの奉仕活動の実践・ロータリー
の公共イメージの向上

霞ヶ城公園、るり池の水質浄化活動
猪苗代湖の水草除去作業に参加

３、米山記念奨学会への協力：
１人当たり５，０００円

４、ロータリー財団への協力：
１人１５０ドル・ポリオ基金１人３０ドル

５、ロータリー賞への挑戦

二本松ロータリークラブ第５７代会長を拝命
し、身に余る光栄と責任の重さを感じておりま
すが、会員皆様のご協力とご支援を頂き、クラ
ブ発展の為にベストを尽くします。
クラブテーマとして、「人生を味わい、奉仕
を味わい、ロータリーを味わいましょう」と、
あえて凡庸な言葉と致しました。テーマとし
て、力強さに欠けるかもしれませんが、人間に
生まれる確率は７０兆分の１と言われておりま
す。
“奉仕の理念”を中枢に置くロータリーにお
いて、人間として一生のうちに世の為、人の為
に良いことをすることは大切との思いからテー
マとさせて頂きました。
RI の方針、地区の方針に基づき事業計画を
立て活動実践して参ります。
【活動方針】
・ロータリー賞への挑戦
・３名以上会員増強、退会者の防止

・第７回二本松RC杯児童ソフトボール大会
の実施
・タイ、カンボジアへの生存基盤の支援
・東京RC、米山記念館訪問研修
・ゲスト卓話 あだたらRCクラブとの合同
例会

福島ロータリークラブの基本方針・活動目標に
ついて、以下のように考えます。

今年度のクラブの活動方針は、クラブの充実
を目指す（融和と進化）年と位置付けました。
昔は、先輩・個人個人に独特のキャラクター
があって、そんな魅力に惹かれて心からの友人
が出来ました。そんな会員相互の融和と交流、
温かいクラブの復活を目指していこうと思いま
す。一方で、あらゆる場面でクラブ活動の進化
を目指して、新しい時代感覚をもった試みに、
ぜひ挑戦していきたいとも考えています。温か
くて、進化するクラブ運営ができれば、充実し
たロータリーライフを共有でき、自ずと出席率
も向上するのではないでしょうか。
地区活動方針と目標について、当クラブで努

力したい主なものは５つで、会員基盤の維持
と強化・公共イメージの向上・ロータリー賞
への挑戦・奉仕活動支援（社会奉仕・国際奉
仕・青少年奉仕）・米山記念奨学会への協力
に特に力を入れていきたいと考えておりま
す。

二本松RC

会長 三津間誠吉
幹事 安齋 久幸

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：二本松商工会議所

福島RC

会長 浦部 博
幹事 増子 勉

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ホテル辰巳屋

二本松あだたらRC

会長 渡辺 正弘
幹事 本多 勝也

例会日：木曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：二本松商工会議所

１０月１８日 ガバナー公式訪問

１０月２４日 ガバナー公式訪問

１０月２５日 ガバナー公式訪問
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「新しい風を感じてロータリー活動を」

今年度、第１８代クラブ会長を拝命致しまし
た。ロータリアンであることに誇りを持って、
一年間務めて参りますので、どうぞ宜しくお願
い致します。
今年度のクラブ活動方針と目標は、当クラブ
は以前より継続的に一般市民参加型の事業を展
開して参りました。前年度も学生さんや一般市
民を対象とした事業を開催して、たいへん多く
の方々の参加が有り、たいへんな盛り上がりが
ありました。当クラブの一番の素晴らしいとこ
ろは、このような事業に多くの会員が協力して
そのイベントを盛り上げていることかと思いま
す。
今年度の特別事業もそれを継承し、地域の魅
力ある多様な方々をお招きして、公開講座を実

施して学生や一般市民に聴講して頂こうと考
えております。このことは一般市民ばかりで
なく、会員の新たな感覚を養い、今後のロー
タリー活動に幅が広がっていくのではないか
と考えております。それぞれの委員会に於い
て事業にご協力を頂ければと思います。

平井ガバナーには、１０月２９日（月）に恒例のガ
バナー公式訪問の為、月末のお忙しい中お越し
頂きました。クラブ協議会からは、古俣猛ガバ
ナー補佐始め、県北第一分区の幹事様もが参加
頂きました。
会員減少のリスクは、奉仕プログラムの事業
実施に大きな影響が出てきます。それに加えて
例会の活気がなくなり、閉塞感が沈殿していき
ます。
ガバナーには、会員増強を第一目標とする場
合の具体的方策をお伺いしました。とりわけ、
若年層の掘り起こしについては、クラブの柔軟
性の涵養のノウハウ等、示唆に富んだご指導を
賜りました。ご指導を頂きながら感得致しまし
た事は、「会員増強」以外に即効性を期待でき
るものはないと確信いたしました。それにはク

ラブ全体が共通認識を持つことが重要である
こともご指導頂きました。
短い時間の中でのご指導は、数多くの内容
あるご指導であったことを感謝申し上げま
す。

「例会を楽しもう」
～外部スピーカーの招聘や
テーブルトークで楽しい時間を過ごす～

ロータリー活動の原点は＜クラブ例会＞にあ
ります。＜クラブ例会＞の充実を図る為、多方面
にわたる外部スピーカーを招聘し、例会への出
席率が向上するよう取り組んでいきたいと思い
ます。会員の皆さんが楽しく集う例会の運営を
心掛け、より多くの会員が奉仕活動に参加し、感
動や感激を是非味わって頂きたいと思います。

重点目標
１．会員増強 純増２名
２．青少年奉仕活動へのサポート強化
＊地区内インターアクトクラブとの交流（喜
多方桐桜高校 IAC）
＊インターアクト例会の充実（米山学友スピ

ーチ、ロータリー会員スピーチ）
＊ロータリー奉仕活動への参加（猪苗代湖
清掃、リトル大声杯、花野山児童支援）
＊ローターアクトクラブ共同提唱の推進
３．ロータリー財団・米山奨学会・スマイル
BOX等への募金目標の達成

西吾妻山から樹氷と飯豊山
２０１７年１２月２９日グランデコスキー場のトップ１６００ｍより山スキーで登山スタート。新雪をかき分け樹氷の中を汗かき
歩き３時間で登頂。樹氷は蔵王がメジャーですが、吾妻山系でも素晴らしい樹氷を見ることができます。天気が良けれ
ば飯豊連峰はもちろん鳥海山まで見ることができます。 （撮影：福島北RC 太田浩之会員）

今月の表紙紹介

福島２１RC

会長 松本 和彦
幹事 渡辺 浩子

例会日：木曜日 １８：３０～１９：３０
場 所：サンパレス福島

福島西RC

会長 久米 允彦
幹事 高橋 智弘

例会日：月曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：ウェディング エルティ

福島南RC

会長 吉田 和義
幹事 一條 浩孝

例会日：水曜日 １２：３０～１３：３０
場 所：サンパレス福島

１０月２５日 ガバナー公式訪問

１０月２９日 ガバナー公式訪問

１０月３１日 ガバナー公式訪問
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中央分区ガバナー歓迎会

中央分区ガバナー補佐 飯島 成一（郡山西北RC）

中央分区のガバナー歓迎会は、半分の５クラブ
のガバナー公式訪問が終了した１０月４日、郡山
ビューホテルアネックス６階の舟津で、開催され
ました。
当日は、平井義郎ガバナー、令夫人の智子様、
鈴木和夫地区幹事をお迎えし、根本パストガバナ
ー、分区より地区協議会へ出向しているメンバー
２２名、中央分区の１０クラブの会長幹事の合計４２名
の参加で執り行われました。
郡山芸妓連の祝舞いに始まり、和気あいあいの
中、無事に終了いたしました。
その中で、鈴木地区幹事からのお話で、平井ガ
バナーの人となりが参加者の心に響き、感動的な

一場面がありました。
ガバナー、令夫人の平井智子様、鈴木和夫地区
幹事、ご参加いただきありがとうございました。

県北第一分区・第二分区合同ガバナー歓迎晩餐会報告

県北第一分区ガバナー補佐 古俣 猛（福島RC）

県北第一分区のガバナー公式訪問は１０月１８日二
本松あだたらRC、１０月２４日二本松RC、１０月２５日
福島RC・福島２１RC、１０月２９日福島西RC、１０月
３１日福島南RCが終了し、残すところはガバナー
のホームクラブ福島中央RC１１月２８日が公式訪問
の最後となります。また、県北第二分区の公式訪
問は渡邊武ガバナー補佐随行のもと、全て終了し
ております。今年度は県北より平井義郎ガバナー
を輩出していることから、第
一分区・第二分区合同により
ガバナー歓迎晩餐会を１１月２
日（金）エルティにて開催を致
しました。当日は平井義郎ガ
バナー御夫妻をお迎えし、約
２５０名という大勢の会員が集
い、トランペッターのNoby

氏の生演奏を楽しみながらとても盛大な歓迎会と
なりました。平井ガバナーは全てのテーブルを回
り、会員一人一人と親しくロータリー談義をかわ
され、親交を深められていました。平井ガバナー
は公式訪問もいよいよ終盤となられ、多少お疲れ
のご様子でしたが、地区大会に向けて、県北第一
分区県北第二分区力を合わせて平井ガバナーをお
支えして参ります。
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地地区区関関係係行行事事予予定定（（２２００１１９９年年））

１ 月 ２ 月 ３ 月
職業奉仕月間 平和と紛争予防／紛争解決月間 水と衛生月間／米山月間（２）

１ ㈫ １ ㈮ １ ㈮

２ ㈬ ２ ㈯ 中央分区ＩＭ ２ ㈯ ＲＹＬＡ研修セミナー（～３日）

３ ㈭ ３ ㈰ ３ ㈰ 相双分区ＩＭ

４ ㈮ ４ ㈪ ４ ㈪

５ ㈯ ５ ㈫ ５ ㈫

６ ㈰ ６ ㈬ ６ ㈬

７ ㈪ ７ ㈭ ７ ㈭

８ ㈫ ８ ㈮ 県北第一分区ＩＭ ８ ㈮

９ ㈬ ９ ㈯ 県南分区ＩＭ、
県北第一分区ＳＥＴＳ ９ ㈯ 会津分区ＩＭ

１０ ㈭ １０ ㈰ 県中分区ＩＭ １０ ㈰

１１ ㈮ １１ ㈪ １１ ㈪

１２ ㈯ 国際協議会（サンディエゴ）
～１９日 １２ ㈫ １２ ㈫

１３ ㈰ １３ ㈬ １３ ㈬

１４ ㈪ １４ ㈭ １４ ㈭

１５ ㈫ １５ ㈮ １５ ㈮

１６ ㈬ １６ ㈯ 地区チーム研修セミナー １６ ㈯ 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

１７ ㈭ １７ ㈰ １７ ㈰ 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

１８ ㈮ １８ ㈪ １８ ㈪

１９ ㈯ １９ ㈫ １９ ㈫

２０ ㈰ ２０ ㈬ ２０ ㈬

２１ ㈪ ２１ ㈭ ２１ ㈭

２２ ㈫ ２２ ㈮ ２２ ㈮

２３ ㈬ ２３ ㈯ いわき分区ＩＭ ２３ ㈯

２４ ㈭ ２４ ㈰ ２４ ㈰

２５ ㈮ ２５ ㈪ ２５ ㈪

２６ ㈯ 後期地区委員会総会 ２６ ㈫ ２６ ㈫

２７ ㈰ 次期ガバナー補佐予定者研修② ２７ ㈬ ２７ ㈬

２８ ㈪ ２８ ㈭ ２８ ㈭

２９ ㈫ ２９ ㈮

３０ ㈬ ３０ ㈯

３１ ㈭ ３１ ㈰
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４ 月 ５ 月 ６ 月
母子の健康月間 青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間

１ ㈪ １ ㈬ １ ㈯ ハンブルグ国際大会（～５日）

２ ㈫ ２ ㈭ ２ ㈰

３ ㈬ ３ ㈮ ３ ㈪

４ ㈭ ４ ㈯ ４ ㈫

５ ㈮ ５ ㈰ ５ ㈬

６ ㈯ 地区研修・協議会正副リーダー会議 ６ ㈪ ６ ㈭

７ ㈰ ７ ㈫ ７ ㈮

８ ㈪ ８ ㈬ ８ ㈯

９ ㈫ ９ ㈭ ９ ㈰

１０ ㈬ １０ ㈮ １０ ㈪

１１ ㈭ １１ ㈯ 県北第二分区ＩＭ １１ ㈫

１２ ㈮ １２ ㈰ 原町中央ＲＣ２５周年 １２ ㈬

１３ ㈯ 相馬ＲＣ５５周年 １３ ㈪ １３ ㈭

１４ ㈰ １４ ㈫ １４ ㈮

１５ ㈪ １５ ㈬ １５ ㈯

１６ ㈫ １６ ㈭ １６ ㈰

１７ ㈬ １７ ㈮ １７ ㈪

１８ ㈭ １８ ㈯ 地区研修・協議会 １８ ㈫

１９ ㈮ １９ ㈰ １９ ㈬

２０ ㈯ 職業奉仕委員会セミナー ２０ ㈪ ２０ ㈭

２１ ㈰ ２１ ㈫ ２１ ㈮

２２ ㈪ ２２ ㈬ ２２ ㈯

２３ ㈫ ２３ ㈭ ２３ ㈰

２４ ㈬ ２４ ㈮ ２４ ㈪

２５ ㈭ ２５ ㈯ 第２４回全国ＲＣ懇親合唱祭
郡山大会 ２５ ㈫

２６ ㈮ ２６ ㈰ ２６ ㈬

２７ ㈯ ２７ ㈪ ２７ ㈭

２８ ㈰ ２８ ㈫ ２８ ㈮

２９ ㈪ ２９ ㈬ ２９ ㈯

３０ ㈫ ３０ ㈭ ３０ ㈰

３１ ㈮

※詳細は地区Webページ http : //ri2530.com の地区予定表をご覧ください。
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文文 庫庫 通通 信信 （（３３７７３３号号））

◎温故知新 ロータリーの今昔 遠藤 健三 D．２６３ １９８７ ７ｐ※

◎＜座談会＞ロータリー文庫について － ロータリー文庫 １９８７ ２７ｐ※

◎ロータリー米山記念奨学会史〈第一章＞ － 米山記念奨学会 １９９２ ３１ｐ※

◎日本ロータリー史（１９２０～１９７０） 直木太一郎 － １９７１ ３７ｐ※

◎日本ロータリー再建の頃
ジョージＲ．ミーンズ（元RI 事務総長） － 友１９７６ ／９月～ ２７ｐ※

◎満州におけるロータリー運動の展望 佐々木孝三郎 － １９ｐ※

◎朝鮮に於けるロータリーと第１０年次大会を回顧して 佐々木孝三郎 － １１ｐ※

上記※印はデジタル化されている資料です。

新会員紹介

■県南分区
白河RC

■県中分区
常葉RC

■相双分区
原町RC

佐藤 剛 渡邊 広 佐藤 清壽
■入会日 2018年９月１８日
■職業分類 保険代理店
■勤務先 ㈱アドバンス

■入会日 2018年９月１日
■職業分類 野菜作農業
■勤務先 テイク

■入会日 2018年１１月１日
■職業分類 建築資材販売
■勤務先 ㈱鍋屋

■相双分区
富岡RC

■県北第二分区
福島しんたつRC

■中央分区
郡山東RC

寺島 健一 先崎 良博 栁田 佳子
■入会日 2018年１０月３日
■職業分類 配電設備
■勤務先 ㈱関電工

■入会日 2018年１０月１日
■職業分類 設備工業
■勤務先 文化設備工業㈱

■入会日 2018年１０月２５日
■職業分類 情報サービス
■勤務先 ㈱オフィスゼロ

■中央分区
郡山南RC

■中央分区
郡山南RC

■中央分区
郡山北RC

十文字幸夫 伊藤 裕也 佐野 祐基
■入会日 2018年１０月１１日
■職業分類 不動産賃貸業
■勤務先 ㈱幸徳

■入会日 2018年１０月１１日
■職業分類 自動車販売
■勤務先 ㈱YNCコーポレーション（アップル郡山図景店）

■入会日 2018年１０月１５日
■職業分類 貯蓄銀行
■勤務先 ㈱東邦銀行 郡山北支店

■県北第一分区
福島RC

■会津分区
会津若松RC

■会津分区
会津若松RC

加藤 容啓 宮森 大典 渡部 好造
■入会日 2018年１０月２５日
■職業分類 地方銀行
■勤務先 ㈱福島銀行

■入会日 2018年１０月３日
■職業分類 食品販売
■勤務先 ㈱会津畜産

■入会日 2018年１０月３日
■職業分類 歯科医
■勤務先 医療法人 渡部会

物物故故会会員員
謹謹んんででおお悔悔ややみみ
申申しし上上げげまますす。。

■相双分区
原町RC

■県北第一分区
福島南RC

中野 勝己 冨田健三郎
２０１８年１０月１１日逝去
享年 ８０歳
ロータリー歴 １０年

２０１８年１０月３０日逝去
享年 ７６歳
ロータリー歴 ３１年
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モンゴル研修旅行に参加して

福島南RC 米山記念奨学会委員会委員長 鈴木 洋子
２０１８年９月２６日～３０日まで４
泊５日の日程で国際奉仕委員会
と米山記念奨学会委員会共同企
画による「モンゴル研修旅行」
に会員と家族９名で参加して来
ました。研修旅行の目的は、米
山奨学生の母国での活躍を知る
こととモンゴルのロータリーク
ラブを訪問し国際交流と親善・
友好を深めることです。
元米山奨学生 Janchiv（ジャンチブ）氏によって設

立された新モンゴル学園を見学しました。山形県の高
校の制度を模倣した小学校から大学まで一貫した教育
を実行し、日本語の授業や更に学びたい学生には日本
での留学支援制度までありました。制服を着て行儀よ
く並ぶ様子は、日本の学校そのものでした。校長先生
より学校設立の経緯や学校の特徴、モンゴルの教育事
情等を伺いました。その日の夜、モンゴルKhuree
（フレー）RCの夜間例会に参加しました。Khuree ク
ラブは、会員３３名、内男性が１０名、現会長は女性、次
年度の会長も女性と女性の多い華やかな例会で「女性
会員の訪問は初めてです」と歓迎を受けました。会員
の誕生会ではダンスや生演奏が披露され温かい雰囲気
の中、国際交流で盛り上がりました。２０１９年７月にモ
ンゴルで開催される「世界米山学友による絆inモンゴ
ル」に参加することを約束して帰途についた貴重な研
修旅行でした。

ロータリー情報委員会コラム 第５回

昨今、ロータリー衛星クラブという言葉を一度は聞いたことがある会員の方がおられると思いますが、
２０１３年規定審議会でロータリー衛星クラブ立法案が採択されました。RI（国際ロータリー）からの文章に
よれば「ロータリー衛星クラブとは、本格的な独立をしたロータリークラブとなるまでの短期間の移行的
形態となるもの」と記されております。
例えば、ロータリークラブを創立しようと会員を募り１５名が集ったとします、RIの承認を受けるには基
準があり新しいロータリークラブの創立にはなりません、最低で２０名の会員を募らないと創立の条件にな
りませんので。
只このロータリー衛星クラブは２０名以下でも設立が認められ募った会員候補者は即ロータリアンとな

り、会員２０名の条件が揃った時にこの衛星クラブはRIの認証受け、ロータリー衛星クラブの衛星が取れて
ロータリークラブとなり独立クラブのスタートを切ります。
地域によってはロータリークラブの存在しない所があります。私の地域にもそんな地区があります、な
んと勿体ないと思いませんか。ロータリンの皆さんの周りにも、会員拡大と同様にクラブ拡大の潜在的な
力が渦を巻いてはいませんか？見方を変えて今一度地域を見つめ直してはいかがでしょうか・・・・。

文責 第２５３０地区 ロータリー情報委員会委員 江花祥雄
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地区大会記念チャリティー親善ゴルフ大会
喜多方ロータリークラブ競技委員長　鈴木　朝男（喜多方RC）

　2018－19年度国際ロータリー第2530地区　地区大会記念チャリティー親善ゴルフ大会が至10月19日会
津屈指のゴルフ場　会津磐梯カントリークラブに於いて地区22クラブから100名のゴルフ愛好のロータリア
ンの方々参加のもと盛大に行われました。
　当日の天候も心配されましたが雨にもあたらず暑くも寒くもなく絶好のコンディションの中、日頃の腕前を
発揮され、親睦も含め楽しい一日を過ごされたことと存じます。
　この度はチャリティホールを設けさせて頂き、アウト 14 番ショートホールをロータリー財団へ、イン３番
ショートホールを米山記念奨学会へ、ワンオンに成功しなかったら１コイン（500円）を寄付して頂きました。
多くの方々よりご寄付を頂き表彰式に於いて平井ガバナーへ贈呈致しました。ご協力ありがとうございました。
　さて、３時過ぎから始まった表彰式、佐瀬正行大会実行委員長、平井義郎ガバナー挨拶、そして星冨士雄
会津分区ガバナー補佐の乾杯の後、100名の成績発表となりました。上位５名ご紹介致します。

　おのおのが平井ガバナーより景品を手渡され満面の笑みで固い握手をされておりました。おめでとう
ございました。
　この度の記念ゴルフ大会は喜多方ロータリークラブ、喜多方中央ロータリークラブが担当させて頂き、
また、会津分区 10 クラブの会長よりそれぞれ素晴らしい景品を提供して頂きました。そして、遠路から
ご参加くださいましたロータリアンの皆様に心から感謝を申し上げるとともに記念に残るゴルフ大会に
なりました事、ご協力ありがとうございました。

優　勝　　吉田　純男
　　　　　（会津若松RC）
　　　　　グロス88　ネット70.0

第２位　　折笠　修一
　　　　　（喜多方中央RC）
　　　　　グロス89　ネット71.0

第３位　　吉田　正寿
　　　　　（会津若松RC）
　　　　　グロス71　ネット71.0

第４位　　影山　一秀
　　　　　（郡山南RC）
　　　　　グロス76　ネット71.2

第５位　　小池　正幸
　　　　　（郡山東RC）
　　　　　グロス81　ネット71.4

◀優勝
　（ガバナー賞）

◀第3位
　（会津分区ガバナー補佐賞）

第2位▶
（地区幹事賞）

チャリティー総額
ポリオプラスへ　　38,500円
米山記念奨学会へ　15,000円　地区より送金いたします。


