
１１

GOVERNOR’S

国際ロータリー第2530地区　2018 -19年度　ガバナー　平井　義郎
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
TEL024-563-4565  FAX024-563-4566 　E-mail:2018-19g@ri2530.com

Rotary International District

MONTHLY  LETTER

CONTENTS

2530

RID2530  ガバナー月信 2019年 3 月号ガバナー月信 2019年 3 月号

ガバナーメッセージ……………………………………２
RLI「ロータリー・リーダーシップ研究会」について…３
２０１８‐１９年度後期地区委員会総会報告 ………………５
後期地区委員会総会分科会報告………………………６
「青少年交換委員会派遣留学生第２回
オリエンテーション・ウィンターキャンプ」……１１

ロータリー情報委員会コラム…………………………１１
インターシティミーティング（IM）報告 …………１２
福島県立聴覚支援学校への
ロジャーペン（補聴援助システム）贈呈式…………１４

「小学校へロータリー文庫寄贈」 ……………………１４
第３回ガバナー補佐予定者研修セミナー開催………１５
県北第一分区「次期幹事セミナー」報告……………１５
国際協議会（１月１３日～１９日）に参加して…………１６
ハイライトよねやま２２７号から ………………………１８
職業奉仕委員会情報……………………………………１８
新会員紹介・物故会員…………………………………１９
１２月会員数報告とMy ROTARY登録率……………２０

VOL.9

「旧佐藤善一郎邸かやぶき養蚕農家」（撮影：福島RC安藤錬雄会員）



●RID2530  GOVERNOR’S  MONTHLY  LETTER  VOL.9●RID2530  GOVERNOR’S  MONTHLY  LETTER  VOL.9

２２

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
３月を迎え、ようやく寒い冬から抜けだし奉仕

活動を実践する時期となりました。
今年度も残り１／３、クラブ活動の仕上げと来

年度の準備、そして計画を行い活力あるクラブを
目指しましょう。
さて、公式訪問で各クラブを訪問し感じたこと

の一つに世代交代が挙げられます。
世代交代は歓迎すべきことではありますが、経

験の浅い会員が幹事や SAA、会長といった要職
に就くケースが見受けられました。その役割を
担って頑張っている一方で、自分の役割が何かよ
く分からないという声もありました。
私がロータリーに入会した頃「ロータリーは５

年もいればだんだん分るから」などと先輩から言
われたことを思い出します。
そのような中、最近は懇親会などを通してロー

タリー談議に花を咲かせることも少なくなり、特
にロータリーの精神的な部分を理解する機会が少
なくなってきていることもその一因ではないで
しょうか。
ロータリーの友２月号でバリー・ラシンRI 会

長は「世界各地を旅する中で、地域に変革を巻き
起こしている、数多くの活気にあふれた充実した
クラブや地区を訪れました。例会に出席すると、
彼らのエネルギーを感じ取ることができました。
会員と知り合うと、世界を変える行動人であるこ
とが見て取れました。地域を訪れると、ロータリ
アンの奉仕活動の結実を見ることができました。
一方で、社交クラブと何ら変わらないロータリー
クラブも地域によってはありました。そうであっ
てはいけないのです。」と言っています。果たし
て皆様のクラブはどちらでしょうか？
これらの問題を解決するために新会員オリエン

テーションなどがありますが、なかなか多くの時
間を割いて細かな勉強をするには至っていませ
ん。
それらのことをふまえ、地区ではRLI（ロータ

リー・リーダーシップ研究会）の立ち上げを行

い、会員の皆様の勉強の場として実施することに
しました。
RLI が設立された背景は、将来のクラブ会長や
クラブ指導者が、ロータリーに関する充分な知識
を持ち、効果的なクラブづくり、各種プログラム
を推進させるために充分な指導力を発揮できるよ
う、一般的な会員を対象に指導者育成の機会提供
を目的としています。
勉強会はPart１～３、卒後コースの計４回の開
催でロータリーのそれぞれの分野の知識を勉強す
るものです。
地区では、この勉強会のためのDL（ディス
カッションリーダー）へのトレーニングを既に５
回開催し、４月２７日に Part１の開催をいたしま
す。
参加は自主参加で強制ではありませんが、ロー
タリーをもっと勉強したい、もう一度勉強してみ
たいという方はぜひご参加ください。
さて、３月は「水と衛生月間」です。「国際協力
機構（JICA）」のページ、命、教育、経済までも
左右する「水の問題」には世界人口６０億人のうち、
�１２億人が安全な飲料水を得ることができない。
�２４億人が下水道等の衛生施設を持っていない。
�年間約２００万人の子供が水に由来する病気で死
亡している。
�２０００年に６０億人を突破した世界の人口は２０２５年
には８０億人に達すると予測される。

�これに伴って世界の水需要も大幅に増加する。
伸び率を３７％とする予測もある。
�国際社会では河川は複数の国家間を流れている
ことから、水の問題は国家間の紛争の原因とな
ることもある。
�「２０世紀は石油紛争の時代だったが、２１世紀は
水紛争の時代になる」

（セラゲルディン；元世界銀行副総裁）
資料：世界保健機関、国連児童基金などより

更に、池上彰氏の「水の問題」を理解するため
の３つのポイントとして
１．飲み水の問題を解決すると、女性の社会進
出が進み、子供の就学率が向上する。
２．下水の問題の解決は、安全な飲み水の確保
につながる。
３．気候変動に伴う水問題の国際協力は、日本
のためにもなる。
水の問題（前編）｜池上彰と考える！ビジ
ネスパーソンの「国際貢献」入門‐JICA
https : //www. jica. go. jp/aboutoda/ikegami
/01/p1. html より
これらを考えるとき、単に水の問題として取り
上げるだけでなく、人口増加、それから派生する
温暖化と異常気象の問題など、関連性を考えた支
援活動が必要になるのではないでしょうか。
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RLI「ロータリー・リーダーシップ研究会」について

地区幹事 鈴木 和夫（福島中央ＲＣ）
平井義郎ガバナーは今年度、地区にRLI「ロー

タリー・リーダーシップ研究会」を置き、活動す
ることを決めました。これは２０１９‐２０年度の芳賀
ガバナー、２０２０‐２１年度の石黒ガバナーにも引き
継がれることが決定しています。
「ロータリー情報ハンドブック ２０１７年度版」
から引用してその概要を説明致します。

RLI の背景
Rotary News（２００８年８月号）の中で、クリフ
・ダクターマン元RI 会長は、ロータリーの世界
で最も注目しなければならないことは、ロータリ
ー創始後、１００年を経て、近年、社会構造も変化
し、何よりも人や社会に対する意識が変わって来
ていること、特に事業や職業の世界が激変してい
ることを考慮すべきだと述べています。
そして、青少年や婦人層のロータリアン世代間

の意識や感覚に大きなギャップが生じており、社
会や文化に対する相互の認識や価値観が違って来
て、ロータリー活動のあらゆる面で、複雑で矛盾
した現象を呈していることを指摘しています。こ
のような異なった価値観や社会意識を埋めるため
には、私達は、その要因である根本的な問題点を
分析し、充分に話し合い、各世代のロータリアン
やロータリー世界の理解を進めない限り、今後の
ロータリーの発展は望めないと思われます。
昨今、日本のロータリーの会員数の減少傾向は

止まりません。ロータリーに関して、充分な知識
を持たないロータリアンが増え、話し合いも出来
ず、充分に理解されないまま、ロータリーを去っ
て行く人が多いことは、非常に残念なことです。
そこで私達は、本当にロータリーを理解し、ロー
タリアンとして活動するためには、クラブの底辺
から、一人一人のロータリアンが、自発的に、自
覚を持った話し合いをして、本当のロータリーを
理解することが基本的な課題だと考えます。

RLI の目的と意義
ロータリー・リーダーシップ研究会の活動は、

まさに草の根の活動（ロータリアン自らによる、
地道な涵養の学び合い）であり、RLI はロータリ
アンの知識を啓発し、１人１人のロータリアンの

モチベーションを高め、リーダーシップを涵養す
るための全世界の地区の連合体組織です。
RLI は、ロータリーの組織や活動に関して、正
しく、深い知識を持ち、高い指導能力のあるロー
タリアンを支援するために活動しており、日本の
ロータリー米山記念奨学会と同じように、RI が
承認した多地区合同プログラムです。
私たちがロータリアンとして成長し、充実した
活動をするためには、ロータリアン一人ひとりが
ロータリーを本当に理解し、自発的なモチベー
ションを高め、コミュニケーションや活動を活発
にして、クラブの活性化につなげて行く必要があ
ります。
すなわち、RLI の目的は、ロータリアンの自主
性と卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新性を
育て、ロータリーを活性化することです。

RLI の歴史
RLI は１９９２年にアメリカ・ニュージャージー州

（RI・第７５１０地区）において、元RI 理事のデビッ
ド・リンネット氏の発案で始められた研修組織で
す。
現在、全世界の１１０カ国、約３００近い地区に、草の

根・ロータリー研修組織として発展しています。
日本ではＤ２７５０、Ｄ２８３０のRLI活動を始めとし
て、Ｄ２７１０、Ｄ２７７０、Ｄ２６５０、Ｄ２６４０、Ｄ２７３０等
３４地区中１９地区が活動中で、新たに第２ゾーンで
は２５８０地区、２５５０地区が検討中です。
RLI 日本支部が２０１８年１０月１７日に発行したRLI
研修セミナーテキストによると、Ｄ２５３０地区を含
めて２２の地区が参加しています。
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RLI の研修方法
研修セミナーへの参加は、クラブの会長により

クラブ内の将来の指導者として成長する可能性や
優れた素質を持ったロータリアンや希望者の中か
ら、モチベーションやリーダーシップ向上の可能
性のある人が個別に選ばれ、RLI の研修に参加し
ます。
また、研修方法は、ロータリーをよく理解し、

ロータリーに対する意欲を高揚するために、参加
者にとって、もっとも都合の良い場所と時間を選
び、講演や講義では無く、斬新な討論方法を活用
して、参加者による、草の根のディスカッション
方式で行われます。
そして、カリキュラムは、受講者の評価によっ

て、その成果を見直し、時代の変化に対応する新
しい情報を取り入れながら、毎年変更されます。
プログラムは３コースあります。どのコースも項
目内容は違いますが、参加者には全部のコースに
出席することが奨励されています。
また、RLI の研修は、クラブや一人一人のロー

タリアンにロータリーを理解してもらい、ロータ
リーの組織や活動を知り、将来、ロータリー活動
の指導力を発揮できる人に焦点を当てるもので、
特定のロータリーの役職にある人に焦点を合わせ
るものではありません。

RLI の研修の特色
RLI の研修は、従来の講義を聞くスタイルでは

なく、決められたテーマについて、みんなで意見
を自由に出し合って討議する形式です。
ディスカッション・リーダー（DL）は、進行

役で、質問を投げかけながら、各自の自発的な考
え方や意見を引き出していきます。参加者は解答
の結論を求めるのではなく、課題に対する参加者
の発言から自分自身の解答や方向性を見出す研修
方法となっています。
研修の基本コースは、パート１、パート２、パ

ート３の３日間と卒後セミナー（任意）日となっ
ています。ただし、卒後セミナーは受けても受け
なくても良いことになっております。パート１～
パート３までの研修を受講すると、RLI より終了
証書が贈られます。
現在、行われている方法では、参加者は１０名程
度の少人数のグループに分けられ、毎回６つの分
科会のすべてをまわって研修する形式で行われま
す。それぞれのグループは各分科会ごとに別のグ

ループとなって研修に参加する、つまり常に違っ
たメンバーと研修するという事になります。

RLI の研修カリキュラム
RLI の研修カリキュラムは、本部にて準備した
国際的に統一したものを使用します。
このカリキュラムは、毎年開催されるRLI国際
本部のカリキュラム委員会により年１回改訂され
ます。RLI 日本支部でもカリキュラム特別委員会
を設け、各参加地区からの意見を調整し本部カリ
キュラム委員会に上申することにしています。
各セッションのディスカッション・リーダー
は、前もって、丸１日掛けてオリエンテーション
・プログラム（ファシリテーション）の講習を受
け、RLI でのリーダーシップの方法について厳し
い訓練を受けます。この研修はRLIの本質を表現
する極めて重要な研修です。
各リーダーは、地区のRLIシニア・リーダーや
地区ガバナーによって推薦されます。リーダーの
選考基準は、議論を引き出す能力、即ち参加者の
考えや意見を率直に引き出して討論し、ファシリ
テーターとして前向きなパワーを引き出す力を重
視します。
日本における最新のRLI各セッションのテーマ
は次の通りです。
パート１①ロータリーにおけるリーダーシップ

②私のロータリー世界
③倫理と職業奉仕
④ロータリー財団� 私たちの財団
⑤会員の参加を促す
⑥奉仕プロジェクトを創造する

パート２①ロータリーの機会
②効果的なリーダーシップ戦略
③会員を勧誘する
④チーム作りとクラブコミュニケーション
⑤ロータリー財団� 目標とする奉仕
⑥米山記念奨学事業

パート３①戦略計画とクラブの分析
②ロータリー財団� 国際奉仕
③公共イメージと広報
④強いクラブを創る
⑤規定審議会・決議審議会
⑥変化をもたらす

卒後コース①ボランティアを動機づける
②ロータリーのルーツ
③ロータリーと倫理
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２０１８‐１９年度後期地区委員会総会報告
地区幹事 鈴木 和夫（福島中央RC）

１月２６日（土）１時３０分より２０１８‐１９年度後期地
区委員会総会が、１６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、前期の成果と反省を確認し後
期の事業計画を話し合う場です。
総会本会議�は１３時３０分平井義郎ガバナーの開

会点鐘に始まり、国歌斉唱、奉仕の理想の斉唱、
ガバナーあいさつ、地区研修リーダーあいさつ、
ガバナーエレクトあいさつ、当総会のホストクラ
ブを務めた福島北ロータリークラブの鈴木宏幸実
行委員長あいさつと続き、地区資金委員会の佐藤
信雄副委員長から地区各委員会の予算執行状況に
ついての説明がありました。
２時から３時までは、各委員会事業計画協議の

分科会が行われました。また同時間に別室でガバ
ナー補佐会議も行われました。
総会本会議�は３時１０分から４時３０分まで、１６

の委員会から前期の成果と反省、後期の事業計画
について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、平井ガバナーの
閉会点鐘で総会は終了しました。
５時前からは懇親会が、約８０名の参加者でホス
トクラブ・福島北ロータリークラブの大和田知昭

会員の司会で開かれました。開会のことばを伊藤
信弘直前会長、ホストクラブを代表して太田浩之
会長のあいさつ、そして鈴木邦典直前ガバナーか
ら前年度ガバナー補佐と大委員長への感謝状の贈
呈があり、鈴木直前ガバナーの乾杯で始まり、賑
やかなうちに大橋廣治 PGの中締めで終了しまし
た。
前期委員会総会と後期委員会総会は、福島北ロ
ータリークラブの皆さんに大変お世話になりまし
た。微に入り細に亘るすばらしい運営に深く感謝
申し上げます。

第第６６回回諮諮問問委委員員会会報報告告

地区幹事 鈴木和夫

１月２６日（土）午前１１時より、ザ・セレクトン
福島で第６回諮問委員会が開催されました。平
井ガバナーから次のことが報告されました。
（１）会員増強の現況について
（２）My ROTARYの登録状況について
（３）ロータリー財団・米山記念奨学会への

寄付状況について
（４）２０１９年決議審議会 決議案提出について
（５）グローバル補助金の申請と報告の状況

について
（６）RIJYEMの次年度組織について
（７）その他
つづいて芳賀ガバナーエレクトより国際協議

会出席報告と２０１９‐２０年度の地区活動目標など
についての説明がありました。

第第４４回回ガガババナナーー補補佐佐会会議議報報告告

地区幹事 鈴木和夫

第４回ガバナー補佐会議が、ガバナー補佐８
名全員が出席し１月２６日（土）後期地区委員会
総会と合わせて開催されました。議事は次の通
りです。
（１）会員増強の現況について
（２）My ROTARY登録状況について
（３）各クラブの米山記念奨学会への寄付状

況について
（４）各クラブのロータリー財団への寄付状

況について
（５）今年度のロータリー賞への取組みにつ

いて
（６）各分区の現状報告
（７）その他
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後期地区委員会総会分科会報告

地区運営委員会 委員長 阿久津 肇（福島RC）

今年度平井ガバナーの意欲的な地区組織の一つ
にガバナー直属の「地区運営委員会」が設置され
ました。そしてこの委員会は、「地区規定・表彰
検討チーム」と「地区運営検討チーム」の二つの
チームで構成されています。
地区運営に関して１９９２年より「地区運営規定」
が施行され、幾度か改訂され、最新は、２０１７年７
月１日に改正されました。
例えば、ガバナー補佐の重責を鑑みて３回にわ

たる研修セミナーの実施、また地区資金の窮状か
ら地区内旅費の全廃などが規定されました。
しかし、ロータリーも時代と共に変化していま

すので、未だ不備な事項もあり、更なる検討に迫
られています。
この「地区運営規定」に関して、この機会に次

の点について申し上げたいと思います。
一つは、「地区運営規定」が果たして地区内の

ロータリアンに周知されているか、見たことがな
いと言われる方が多いのではないかという現状で

あります。
改訂版はその都度各クラブ宛に少なくとも２部
郵送していますが、クラブ内で閲覧を十分実施さ
れているか課題があると思います。
もう一つは、この「地区運営規定」をはじめ地
区内のルールについては必要あれば、柔軟に改訂
する体制、例えば「地区規則・手続委員会」（仮
称）を常設して、地区の運営規定も地区内ロータ
リアンの意向を踏まえて、常に見直す体制が必要
と考えています。
それは昨今の国際ロータリーが持続可能性や柔
軟性を打ち出し、変化しており、更にRI 理事会
議事録などの変化にも対応しなければならないと
思うからであります。
先程申し上げたように当委員会に二つの検討チ
ームがありますので、「地区規定・表彰検討チー
ム」は佐藤吉弘リーダー、「地区運営検討チーム」
は三本杉栄広リーダーより発表して頂きます。

地区規定・表彰検討チーム チームリーダー 佐藤 吉弘（福島北RC）
十数ある規定のうち、地区危機管理規定並びに

地区慶弔規定については、改正がすすむことと存
じます（地区規定の改正は諮問委員会への諮問が
必要）。
地区資金取扱規定実施細則第６条（行事補助

金）について、第９号として、「ガバナーが必要
とする行事」補助金額は「必要とする金額」を追
加する。
地区運営基金規定について、欠損の場合、取り

崩して使用できるとするか否かを検討したが、結
論はダメとなった。
難題である「地区ガバナーノミニー指名委員会
規定」について、チームとしての意見を具申して
あります。
各組織には、総務部なり総務委員会があり、規
則の見直しなど担当しています。地区にも何らか
の恒常的委員会があればと考えます。以上報告と
致します。

地区運営検討チーム チームリーダー 三本杉 栄広（福島東RC）
１．前期活動経過
（１）前期委員会総会

７／７（土） ザ・セレクトン福島
地区運営検討チーム年度計画の審議・決定
地区運営上の課題等について検討チームと
しての理解

（２）第１回検討チーム会議
８／２４（金）１２：００～ ガバナー事務所
地区運営上の課題等について
活動計画に基づくアンケート（地区の課題
等）調査の項目、実施要領について

（３）第２回検討チーム会議
１０／５（金）１０：００～ ホテル辰巳屋
ガバナー及び運営委員会委員長、副委員
長、委員、検討チーム全員より意見を聴取

アンケート内容、実施要領の決定
（４）アンケート調査用紙の発送

１２／中旬～下旬 回答の締め切り １／３１

２．後期活動計画
（１）アンケート調査用紙の回収・まとめ

２／１０頃～２／下旬
（２）第３回検討チーム会議の開催

（２／２６日予定）アンケート集計状況の中
間報告

（３）第４回検討チーム会議の開催（３月下旬予
定）検討チームとしての見解のまとめ

（４）調査結果のガバナーへの報告及びアンケー
ト調査結果の関係者への送付
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地区研修委員会 委員長 酒井 善盛（南相馬RC）

＜前期活動報告＞
①クラブ研修リーダー研修会…８月１８日、ビッグ
パレットふくしま。

②次期ガバナー補佐予定者研修…１１月３日、１２月
８日の２回実施済み。１月２７日に３回目を行い
終了の予定。

③RLI 委員会…RLI 日本支部ファシリテーター委
員長中村靖治氏の指導のもとに、DL研修会を
４回実施。その他、数名が２５５０地区で３回受講
しました。

②は二年目、①と③は今年度地区で立ち上げた
もので、次年度も継続できるよう願っています。

どの委員会も大切ですが、特にRLI委員会は会員
増強の観点からも必要不可欠と思われます。現
在、全国で２６地区が実施をしています。実施地区
では入会３年未満の会員の退会者が減少している
報告も聞いています。新規にできた委員会は軌道
に乗るまで時間がかかります。地区の将来に必要
と思いますので、関係各位にはご理解とご協力を
お願いいたします。

＜後期の予定＞
２月２４日
RLI 第５回ディスカッションリーダー研修会

公共イメージチーム チームリーダー 相良 元章（福島RC）
２０１９年１月２６日（土）にセレクトン福島で開催
されました後期地区委員会総会の報告をさせて頂
きます。
公共イメージチームでは前期に行った活動の報
告と後期の活動予定や準備手順等を中心に話し合
いました。
前期の振り返りとして「地区マスコミ懇談会」
や「公共イメージ・ITチーム合同セミナー」の
開催、「ポリオデー開催支援」などについての報
告がありました。
後期の活動としては「ロータリー認知度に関す

る街頭アンケート調査」と「公共イメージと認知
度向上の為の戦略・戦術・ロードマップの作成」
という２つの活動をどのように進めていくかにつ
いて熱心に話し合いました。
これら２つの活動は、次年度以降の委員会の方
向性を決定していく上で大変重要な意味があるこ
とを踏まえ、より慎重に進めていくことを確認し
ました。
また「公共イメージ情報共有シート」活用への
課題は次年度の担当委員会等に引き継ぐ事としま
した。

ＩＴチーム チームリーダー 鈴木 雅之（いわき勿来RC）
＜前期の成果と反省＞
本年度の計画は、平井ガバナー、酒井地区研修

リーダーの指導のもと、

①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。
②My ROTARYの登録推進のためのセミナ
ーと出前講座を実施する。

の２点です。前期の主な活動は、基礎データ整備
１００％を目指し、７月１４日、事務担当者向けのセ
ミナーを実施しました。登録状況は、別添の「国
際ロータリー第２５３０地区クラブ別・年代別会員状
況表」を参照してください。
次に、My ROTARY登録推進についてですが、
９月１日にウィル福島アクティおろしまちに於い
て、公共イメージチームと連携して、公共イメー
ジチームと ITチームの合同セミナーを開催しま
した。内容については、ガバナー月信／VOL４
２０１８年１０月号を参照してください。登録状況は、

ガバナー月信／VOL３ ２０１８年９月号から毎月掲
出されており、その意識も少しずつ高まってきて
いるように感じております。ガバナー月信VOL
３では「４８．２％」、VOL７では５２．８％と４．６ポイ
ント上昇しています。また、出前講座の実施状況
は、郡山安積RC、いわき平RC、いわき小名浜
RCで実施しました。後期予定は、いわき勿来
RC、南相馬RCで開催予定です。
反省としては、My ROTARY活用の醸成活動
が充分ではなかったと考えてます。

＜後期の事業計画＞

出前講座：いわき勿来RC ３月

出前講座：南相馬RC ３月

メーリングリストの活用
（My ROTARYの操作について） １月
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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）

当地区の会員数は、１２月末で２，３７２名となりま
した。７月１日と比較すると４７名の純増です。昨
年の同時期が純増４４名でしたので、前年比ではプ
ラス３名となっております。今年度７月から１２月
までの半年間に、入会した会員の数は１１１名、退
会した会員の数は６４名でした。分区別で見ると、
２桁以上の純増は、中央分区が１５名の純増、相双
分区が１４名、いわき分区が１１名、県北第一分区が
１０名の純増となっています。
また、会員純増の多いクラブは、いわき勿来７

名、福島７名、郡山南５名、いわき平中央４名、
会津４名、常盤４名、郡山東４名の順となってお
り、現時点で１名以上の純増達成クラブは３２クラ
ブです。
前期は８月２５日（土）に会員増強、拡大・ロー

タリー情報委員会セミナーを福島県農業総合セン
ターで開催しました。当日は第一ゾーンコーディ

ネーター酒井正人氏（函館五稜郭RC）を講師に
迎え、地区内各クラブより約１５０名の会員が参加
しました。
下期の方針ですが、会員増強・拡大・ロータリ
ー情報委員会委員が、地区内６５クラブ・全クラブ
を手分けして、メークアップをする活動をしてお
ります。
その中で、各クラブには引き続き会員増強の取組
み強化をお願いしていきます。
また、会長、幹事、増強委員長には、３月・４
月の異動転勤時期の後任者の確実な入会、そして
最も懸念される６月年度末退会者の防止の取組を
お願いしてまいります。
ロータリー情報委員会では、引き続き「ガバナ
ー月信」のロータリー情報委員会コラム欄に、ロ
ータリー会員に役立つ情報を掲載してまいりま
す。

職業奉仕委員会 委員長 田久 昌次郎（いわき平中央RC）

当委員会の前期成果を報告します。
１）職業奉仕勉強会の開催
７月１４日：福西副委員長、９月２２日：田久委員
長が講師を務め、ユラックス熱海会議室にて勉強
会を実施。後期は２月１６日、５月２５日、同所にて
開催予定です。参加ご希望の方は、ガバナー事務
所または地区職業奉仕委員長まで。

２）ガバナー月信寄稿
委員持ち回りで、ガバナー月信１０・１１・１月号

に職業奉仕情報を寄稿しています。是非ご高覧下
さい。後期は３・４・５月号に掲載予定です。

３）職業奉仕委員会 出前卓話
１月２５日：いわき平中央、２月５日：郡山安
積、２月１８：須賀川、２月２８日：郡山の各クラブ
を訪問し職業奉仕に係わる卓話を行います。地区
研修協議会で出前卓話の呼びかけを行いました
が、依頼が低調であったことが反省点でありま
す。

今後の予定として、４月２０日（土）ユラックス熱
海において「職業奉仕委員会セミナー」を開催い
たします。各クラブからのご参加をお待ちしてい
ます。

奉仕プロジェクトグループ グループリーダー 渡部 英一（猪苗代RC）

奉仕プロジェクトグループとして、９月２日に
セミナーを開催し、３委員会と学友・平和フェロ
ーシップ委員会合同セミナーになり、４つの委員
会で盛沢山の内容でしたが、今までにない内容で
充実したセミナーでした。
主に、学友のスピーチでは、すばらしい機会を

与えていただいた事、それで得たものの大きさと
感激の体験、ハンディキャップを乗り越え派遣学

生として充実した学生生活等、ロータリーの事業
の素晴らしさや感謝の言葉がありました。
後期活動方針は、３委員会共通して、地区のホ
ームページに、地区内クラブの社会奉仕活動状
況、国際奉仕活動状況、青少年交換の現状等をわ
かるようホームページに掲載できるよう情報収集
する。

社会奉仕委員会 委員長 望月 隆司（常葉RC）
社会奉仕員会の後期の事業計画は、以下の３つ

です。
１．各分区の IMに、各クラブから提供いただい
た新聞記事の切り抜きを貼ったパネルを展示
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し、分区内、外での活動を紹介し、皆様の活動
及び広報活動の参考にして頂きます。各分区の
皆様には会場での展示にご協力下さいますこと
をお願い致します。

２．前期に引き続き、地区ホームページ内の「奉
仕の実践」ページに、各クラブの社会奉仕事業
を登録させて頂きます。また、ロータリーショ

ーケースへの登録もお願い致します。
３．地区内全クラブに対し、スポーツや健康増進
に関する奉仕活動や、地域の各種団体との連携
などについてのアンケートを実施する予定で
す。
皆様のご協力をよろしくお願い致します。

国際奉仕委員会 委員長 白岩 良子（三春RC）
前期の反省と成果
※各クラブへのきめ細やかな対応が出来なかっ
た、特に何年も海外との友好クラブを維持して
いるのにマンネリ化になっていて本来の共同で
の社会奉仕活動に取り組めなかったクラブへの
手当てが出来ませんでした。

※新しく海外のクラブと友好クラブの締結をされ
たクラブがありました。次の奉仕のステップに
も積極的なクラブ誕生でした。

※委員会としてエクアドル花火プロジェクトに関
わり、各クラブへボランテイア募集をかけ、参
加してくださったメンバーと有意義な活動が出

来ました。またエクアドルオリジナルグッズは
各クラブで対応していただき完売するという成
果がありました。

後期の事業計画
※以前のアンケート調査で海外との友好クラブ締
結希望のあったクラブへの支援活動。海外のク
ラブ紹介・プロジェクトの紹介など。

※各クラブの国際奉仕委員会の事業をアンケート
で報告を依頼、地区ホームページに載せて情報
として全クラブが見ることで国際奉仕の意識向
上が図れることを願っております。

青少年交換委員会 委員長 佐藤 正道（喜多方RC）
前期の成果と反省
１．派遣学生募集 ５月～
２．帰国報告会並びに受入学生オリエンテー
ション（フォレストパークあだたら）
９／１・２

３．東北多地区合同オータムキャンプ（三春の里）
１０／２７・２８

反省点
〇派遣学生募集の時期や方法について再考する
必要がある。（夏休み前に募集開始、帰国報
告会と募集説明会の同時開催）
〇事業計画の着手を早めに行う。

後期の事業計画
１．ウィンターキャンプ（安達太良高原スキー場）

２／２・３
２．東北多地区合同スプリングキャンプ（鶴岡市）
３／２２～２４

３．日本青少年交換研究会（金沢市）
５／２５・２６

４．受入学生・派遣学生送別会（裏磐梯）
６／１５・１６

５．オリエンテーション６回（郡山市）６回

青少年奉仕委員会 委員長 �澤 俊樹（福島南RC）

１．全体活動
９月１５日開催の２回目となるセミナー及び３回

目の地区大会壇上に於ける青少年達による青少年
奉仕活動発表も好評を博し、また地区大会と言
う、一堂に会する年に一度の機会を利用し開催し
ましたインターアクター、ローターアクター、
RYLA参加経験者、青少年交換学生、米山記念奨
学生による「第一回青少年会議」も非常に有意義
な結果を得ました。

２．インターアクト委員会（大木和彦委員長）
２０クラブの独自の活動に加え、前期は８月年次
大会、９月クラブ連絡協議会、１２月国際理解研修
会と有意義な活動を行い、後期も５月連絡協議
会、６月にリーダー研修会を予定し、活発な活動
を展開しております。
３．ローターアクト委員会（増子博保委員長）
社会人４クラブ、学生３クラブが他地区も含め
活発な活動を展開しておりますが、会員の減少が
深刻な悩みであり、分区内のローターアクトクラ
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ブへの会員の推薦をお願い致します。
後期は、４月に福岡全国大会参加、５月に地区

年次大会開催の予定です。
４．RYLA委員会（山田稔委員長）
３月２日、３日、ホテル華の湯にてRYLA研修

会を開催致します。これはガバナーが開催する地
区事業です。毎年お願い致しておりますが、全ク
ラブより最低１名ずつの青年の参加をお願い致し
ます。

ロータリー財団委員会 副委員長 星 宏一（喜多方中央RC）

◇前期の成果と反省
①地区ロータリー財団セミナー開催（７月２９日）
前年度地区補助金プロジェクトと本年度地区
補助金承認プロジェクトについて

②地区補助金管理セミナー（１２月９日）
DDFの使い方と地区目標（年次基金・End
Polio Now）達成について

③セミナー後、ガバナー事務所に問い合わせが
数件あったため、ガバナー月信２月号
では「報告」に代えて「まとめ」を掲載いた
だくことにした。

④MOU提出等の事務処理で誤りが多いことか
ら、事務局員研修などの際にマニュアル

的なものの配布ができないか。
⑤地区奨学生・GG奨学生募集のPR手段として
ホームページ上での広報を拡充するほか、イ
ンターアクトクラブの会合なども活用したい。

◇後期の事業計画
①地区奨学生・GG奨学生面接会

（１月２５日実施済み）
②地区補助金プロジェクト審査会

（５月１１日を予定）
③「寄付０クラブ」防止プロジェクト
・５月末での寄付金ゼロクラブにガバナー補
佐経由で対応を依頼

学友・平和フェローシップ委員会 委員長 鈴木美恵子（福島グローバルRC）

◇前期の成果と反省
（１）８月１３日（月）猪苗代＆エクアドル交流花

火大会
（２）９月２日（日）奉仕プロジェクト委員会合

同セミナー＆帰国報告会
・今年度の地区補助金奨学生、グローバ
ル補助金奨学生の紹介・挨拶。ロータ
リー財団奨学生学友と青少年交換学生
学友の帰国報告を合同で行った。

（３）１０月２１日（日）米山記念奨学生体験発表会
・ロータリー財団奨学生学友、青少年交
換留学生学友、インターアクトメンバ
ーも参加し、発表会後のパーティにも
参加し交流を行った。

（４）１１月１７日（土）～１８日（日）日本ロータリー
学友会総会
・東京海洋大学越中島キャンパスで行わ
れた総会に参加。

（５）１１月２３日（金）～２４日（土）地区大会
・財団奨学生３名によるミニコンサート
を行い、大会に花を添えた。

◇後期の事業計画
１月２５日（金）、地区補助金奨学生、およびグロ
ーバル補助金奨学生の面接試験及び選考を行っ
た。グローバル補助金奨学生については、準備前
に留学国のロータリークラブと連絡を取って、手
続きを進める。

米山記念奨学会委員会 委員長 石黒 秀司（郡山RC）

「ともに学び、ともに人間磨きを‼」の委員会
方針と前期委員会事業である２０１８学年度奨学生の
研修と２０１９年度奨学生の募集、選考に関する動き
を確認した。２０１９学年度は、採用枠１９名のところ
継続学生を差し引いた１１名の新規募集枠に３８名の
応募があり、全国的にも最高倍率での選考になっ
た。前年に引き続き開催した学生説明会や新たな
地区奨励校を加えたのが大きな要因かと考えられ

る。
後期は、新規奨学生の世話クラブ選定、カウン
セラー説明会、新規奨学生オリエンテーション、
歓迎会とこの事業に正に魂を入れ込む重要な事業
が目白押しとなる。年度寄付目標に向けても、ま
ずは、寄付ゼロクラブへの文書でのお願いから各
クラブ訪問により寄付金目標達成への計画の早め
の実行を確認した。
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「青少年交換委員会派遣留学生第２回オリエンテーション・ウｨンターキャンプ」

青少年交換委員会 委員 佐藤 美奈子（福島RC）

２月２日～３日に、第２５３０地区で受け入れてい
るアンナさん、ベアトリスさん、イヴァン君の３
名の留学生と留学される橋本さん、ROTEXの３
名並びに青少年交換委員が出席し、ウィンター
キャンプが開催されました。二本松鏡が池碧山亭
に宿泊し、２日間あだたら高原スキー場にてスキ
ー交流を実施し懇親を深めました。留学生３名
は、あだたら高原スキー場で英語の話せるインス
トラクターから丁寧な講習を受け、すぐに上手に
滑れるようになりました。夕方には、青少年交換
委員、ROTEX、橋本さんと一緒に留学生もスキ
ーを楽しみ、親睦を深めることが出来ました。夕
食を挟みミーティングを開催し、留学生から学校
やホストファミリー・友人との関係、日本語の勉
強環境等について日本語で報告がありました。日

本語は理解できるようになってきているが、話す
ことが難しいこと、英語が話せる友人や先生が周
りにいることや留学生には特別授業が実施され、
宿題やテストが免除されているケースや授業自体
も英語と国語の２科目くらいになっていること等
が報告され、日本語の勉強が難しい旨説明があり
ました。青少年交換委員並びにROTEXからは、
自分から積極的に日本語を話すようアドバイスが
ありました。留学生からは、橋本さんに対して、
自分たちの経験を踏まえた滞在中の注意点並びに
派遣国のアドバイスがありました。活発な意見交
換が行われ、スキーを通して親睦を深めることが
出来、大変有意義な楽しいウィンターキャンプに
なりました。

ロータリー情報委員会コラム 第８回

ロータリー最強情報誌（ロータリー情報満載）を会員の皆様知っていますよね・・・？
それは「ロータリーの友」です
ロータリーの友は各地区大会時の基調講演・IMの基調講演等の要項集をはじめ、クラブを訪れて・友愛の広場・卓話の

泉・私の一冊・ロータリー歌壇・ロータリーアットワーク声、の各セクションに全国各地からロータリークラブの情報を
網羅して掲載されています。スピーチに困ったらロータリーの友を参考に、と先輩ロータリアンから常に教えられました、
役職に就いた時にとても頼もしい存在で身近に役立ち、ネット情報に勝るとも劣らない広辞苑でした。
本年１月号に和歌山城南RC井出良明会員が「友４２年間２００円の価格据え置きに驚き！」との表題で投稿されており拝読

させて戴きました。
井出さんは印刷（職業分類）業を営んでおられ業界の厳しい状況から見て、定価２００円の維持は到底無理であると、その

文面から推察できました。
４２年という長い年月の価格維持は、ご本人がロータリーの友地区代表を務めたことで全容が把握でき、ロータリーの友
委員会と編集スタッフの皆様が毎号経費を切り詰め、赤字解消に向けた弛まぬ努力の結果が実を結んでいると書かれてあ
ります。大変頭が下がる思いです。
私たちもその並々ならぬ努力に報いる為にも、隠れたベストセラーと言われないように「ロータリーの友」の熟読と、
その情報を参考にロータリー活動の更なる活性化を図り、各ロータリークラブがバージョンアップをし「奉仕の理想」に
少しでも近づける様になりたいものです。
文末になりましたが、編集されている「ロータリーの友委員会」と編集スタッフの皆様への感謝と、毎号ありがとうご
ざいますのガンバレのエールを送ります！！

文責 ２５３０地区ロータリー情報委員 江花祥雄
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中央分区インターシティミーティング（IM）報告

中央分区ガバナー補佐 飯島 成一（郡山西北RC）
２月２日郡山ビューホテルアネックスにおい

て、中央分区インターシティミーティングが開催
されました。
その前段で、午前１１時より入会３年以内のメン

バーを対象に新会員セミナーを行い、郡山西北ク
ラブの平田文男研修リーダーに講師を務めていた
だき、４０名が参加して、ロータリーの基礎的なこ
とを学びました。
午後２時より、平井義郎ガバナー、鈴木和夫地

区幹事をお迎えして開会し、メインゲストとし
て、聖光学院野球部の斎藤智也監督に講演をして
いただきました。
当日は、２４０名の参加があり、１２年連続２０回の
甲子園出場の話に、参加メンバーが真剣に聞き
入っていました。

その後、懇親パーティーとなり、多くのメンバ
ーが斎藤監督のもとに集まり交流し、あまりの関
心の高さに監督自身が驚いていました。
若年者の離職者が多い中で、１５０名を超える野

球部員を統率するコツを教わり、参加者が満足そ
うにしていたのが印象的でした。

県北第一分区インターシティミーティング（IM）報告

実行委員長 佐久間 功（福島南RC）
２０１９年２月８日（金）クーラクーリアンテサンパ
レスに於いて、福島南ロータリークラブがホスト
クラブとなり、県北第一分区 IMが開催されまし
た。
来賓に平井義郎ガバナー、古俣猛ガバナー補佐

をお迎えし、３連休を控えてお忙しい中、７クラ
ブから会員１３８名の参加者があり、IMの目的であ
る、会員相互の親睦と面識を広め、会員にロータ
リー情報を伝え、経験豊富なリーダーのもと「ロ
ータリーの奉仕の理想」を勉強する会合であるこ
とを認識する良い機会となりました。
基調講演は、「ポリオ撲滅に向けて」RI 第２５８０

地区東京麹町ロータリー直前会長 久保田智也様
に来ていただきました。
ポリオ撲滅運動の発祥クラブとして東京麹町

RCの取り組み、撲滅に向けての先駆者となった
故山田ツネ会員と故峯英二会員の生涯を詳しく解
説して頂きました。
ポリオ撲滅運動は東京から始まり全世界の運動

に広がりました。その活動からポリオウイルス常

在国はわずか３か国となったものの、根絶まで努
力する必要があることを学びました。
貴重な講演を参加者で共有した後、グループ討
議を行いました。
第一部は「会員増強とクラブ改革」、第二部は

「ポリオ撲滅への取り組み」がテーマでした。各
テーブルとも会員の自己紹介から始まり、自分の
クラブの現状、問題点の提起等活発な討議を行
い、まとめはテーブル代表者による発表があり、
会員同士の交流を深め次年度の再会を約束し閉会
されました。
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県南分区インターシティミーティング（IM）報告

県南分区ガバナー補佐 小林 千秋（東白川RC）
国際ロータリー第２５３０地区県南分区Ｉ・Ｍは、

２月９日（土）午後１２時３０分よりルネサンス棚倉
パルテノンにて開催。平井ガバナー・鈴木直前ガ
バナー・鈴木地区幹事をお迎えし、来賓には県立
塙工業高校 校長佐藤浩正様にご臨席を賜り、分
区からは８５名のロータリアンが参加し盛大に挙行
されました。
テーマは２部構成で、第１部のテーマは「青少

年健全育成」、東白川RC・石川 RC・須賀川RC
・白河南RCの順に４クラブの青少年奉仕委員長
に話をして頂きました。第２部のテーマは地区８
分区共通のテーマである「会員増強とクラブ改
革」、白河西RC・矢吹RC・白河RC・須賀川ぼた
んRCの順に４クラブの会長に発表をしていただ
きました。
２つのテーマを各クラブが持ち帰り今後のロー
タリー活動に生かしていけたら分区８クラブ８色

が絶妙に融合
しあい県南分
区を大いに輝
かせて行ける
ことを確信し
ました。
午後４時よ
り懇親会を開
催し、アトラクションに県立塙工業高校和太鼓部
の太鼓演奏とトランペット演奏を楽しみながら、
平井ガバナー・鈴木直前ガバナー・鈴木地区幹事
そして多くの分区ロータリアンとの親睦を深める
ことができました。
当日は、この冬一番の大寒波で大雪になりまし
たが、地区役員そして関係者の暖かい友情でＩ・
Ｍを盛り上げていただいたことに衷心より感謝申
し上げます。

県中分区インターシティミーティング（IM）報告

県中分区ガバナー補佐 大内 富雄（三春RC）
IMは２月１０日（日）田村市船引町迎賓館辰巳屋
を会場に、第一部は、平井義郎Ｇの開会点鐘、続
いて国歌斉唱・ロータリーソング、矢内好男 IM
実行委員長の挨拶、船引RC橋本啓司会長のホス
トクラブ会長挨拶、平井義郎Ｇよりガバナー挨
拶、祝辞を芳賀裕GEより戴きました。つづいて
進行役の鈴木美伸アナウンサーの講師紹介に続
き、箭内一典地区委員長より『会員増強とクラブ
改革』と題して講演を戴き、船引RC橋本隆亮会
員が体験談『私がロータリーに入会した動機』を
発表、続いて進行役を交えて鼎談。その後、佐久
間英一 PGに講評を戴き、私より謝辞と記念品の
贈呈。平井義郎Ｇによる閉会点鐘で第一部は終了
となりました。会議は、『クラブが抱える会員増
強の課題を見極める』ことのできるとても中身の
濃い有意義な時間で締め括る事が出来ました。こ
れも偏に皆様方のお陰と感謝に堪えない次第であ
ります。第二部は、船引RC菅野正明会員増強副

委員長の開会の
あいさつに始ま
り、私から主催
者挨拶、橋本啓
司船引RC会長
から来賓紹介、
牧公介 PGの乾
杯の音頭で懇親
会のスタート。ご来賓の皆様と共に懇親を深める
事ができ、会員相互の好意と友情を育む事のでき
た素晴らしい懇親会であったと自負致しておりま
す。結びに、この度の IM開催にあたり準備から
実行に至りますまで、お骨折りを戴きました矢内
実行委員長はじめ船引RC会員の皆様、そして、
なんと申しましても IM開催の準備等々に、連日
にわたり旦那様を送り出しご協力戴いた船引RC
会員のパートナーの皆々様に感謝いたします。
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福島県立聴覚支援学校へのロジャーペン（補聴援助システム）贈呈式

郡山アーバンRC 会長 白岩 邦俊
日 時：２０１９年１月２２日
場 所：福島県立聴覚支援学校

郡山アーバンロータリークラブは今年度で創立
２２周年を迎えますが、創立間もないころから福島
県立聾学校（当時）を支援して後援会の一員と
なって交流を続けてきました。
平成２３年の東日本大震災の後、RI２７６０地区の
小牧ロータリークラブ（RC）からの援助を私た
ちの郡山アーバンRCがお手伝いをしてFM補聴
援助システムの贈呈が行われました。
災害時の誘導や学校での勉強や日常生活に非常

に役立つことを目的にしていましたが、実際に利
用をしてみて効果が大きく確かなことがはっきり
してきました。そして、より台数を増やすことが
求められました。
その後郡山アーバンRCは３回にわたりロジャ

ーペンの贈呈を行い、さらに児童生徒の利便性を

考慮して収納袋を手作りして喜んで使っていただ
きました。
今回も、より多くの子供たちに充実した学校生
活を送っていただくためロジャーペン一式を贈る
ことになり、目録をお渡ししました。

「小学校へロータリー文庫寄贈」

福島南RC 社会奉仕委員長 菊地 和宏
新しい年が明けた１月、福島南ＲＣの会員１２名

で福島市立杉妻（すぎのめ）小学校を訪れロータ
リー文庫として図書７０冊を寄贈しました。贈呈式
は体育館で行われ、５・６年生合わせて２４０人が
参加しました。吉田和義会長が「本は頭と心の栄
養です。本の知識を染み込ませて下さい」と述
べ、図書委員会前期委員長の山口太勢君（６年）
に本を手渡しました。児童代表の菊地佑菜さん
（６年）が「本が好きな児童が多いので大切に読
んでいきたい」と元気いっぱいにお礼を述べてく
れました。９年前より毎年図書を寄贈しており、
今回で８５０冊に上りました。
本を読んだ後、校長先生と３人の児童を例会に

招き読書感想文を発表して頂いております。毎
年、児童の発表に胸を熱くして聞いている会員

も、この時ばかりは子供の頃にタイムスリップし
ているかのようです。

左から
社会奉仕委員会副委員長 鈴木尚子、社会奉仕委員会委
員長 向山良作、福島県立聴覚支援学校校長 芳賀孝美、
会長 白岩邦俊、幹事 松川義行、会計 蔭山寿一
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第３回ガバナー補佐予定者研修セミナー報告

次期地区幹事 安藤 正道（福島中央RC）
第３回ガバナー補佐予定者研修

セミナーは、２０１９年１月２７日
（土）１３時よりウィル福島アク
ティおろしまちで開催され、出席
者は平井ガバナー、芳賀ガバナー
エレクト、講師の阿久津肇地区運
営委員会委員長、地区研修委員会
の方々、次期の地区研修委員会委
員予定者そしてガバナー補佐予定
者（２名欠席）の１９名で研修会が行われました。
研修会は田中文雄地区研修委員会副委員長の開会
の言葉で始まり、平井義郎ガバナー、芳賀裕ガバ
ナーエレクトの挨拶、そして酒井善盛地区研修リ
ーダー、佐久間英一次期地区研修リーダーの挨拶
の後研修に入りました。
研修会は芳賀裕ガバナーエレクトが国際協議会
から帰国したばかりで、さっそく２０１９‐２０年度の
テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」を発表さ
れ、研修の内容は、①２０１９‐２０年度ＲＩテーマ、
地区目標（芳賀裕GE）、②ロータリー来し方行く
末（阿久津肇地区運営委員長）、③ガバナー補佐

の役割（その２）（芳賀裕GE）、④グループディ
スカッションと代表者の発表と質疑・意見交換が
行われ、その後各ガバナー補佐予定者に修了証授
与が行われ、最後に佐久間英一次期地区研修リー
ダーの総評があり、渡辺健寿地区研修委員の閉会
のことばで１６時半に終了となりました。又、研修
セミナーを欠席した２名については２０１９年２月１
日（金）１５時よりガバナーエレクト事務所におい
て志賀利彦ガバナーノミニーデジグネートにも参
加して頂き補講が開催され、最後にガバナー補佐
予定者のお二方に修了証授与が行われこれで全て
のガバナー補佐予定者の研修が終了しました。

県北第一分区「次期幹事セミナー」報告

二本松あだたらRC 会長 渡辺 正弘
２０１９年２月９日（土）午後３時より「二本松御
苑」にて県北第一分区「次期幹事セミナー」が開
催され、ホストクラブを二本松あだたらロータリ
ークラブが務めました。
次期幹事セミナーには、阿久津肇パストガバナ

ー、芳賀裕ガバナーエレクト他、各ロータリーク
ラブから総勢２４名が参加しました。
ホストクラブ会長 渡辺正弘の「開会辞」によ

り始まり、県北第一分区古俣猛ガバナー補佐の挨
拶後、講師・来賓紹介があり、その後出席した次
期幹事予定者らが自己紹介を行い、セミナーに入
りました。
講師はパストガバナー阿久津肇氏が務め、「幹
事としての心得」について講義が行われました。
講義はスライドで紹介され、幹事として必要な
心構えや知識の身に着け方をご指導頂きました。

セミナーに出席された次期幹事は、阿久津先生の
分かりやすい説明を聞いて理解を深められ、自信
を持たれたと思います。ご出席いただきました皆
様、お忙しい中有難うございました。
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国際協議会（１月１３日～１９日）に参加して

ガバナーエレクト 芳賀 裕（福島中央RC）

１．世界５２５地区からロータリー家族が参集

２０１８年１１月２０日 RI 公式発表によれば、全世界
のロータリアン１，２２４，５９１人が３５，９１１クラブ、５２５
地区に属しています。この地区を次年度代表する
ことになるガバナーエレクトがパートナーと共に
米国南カリフォルニア州の軍港の街サンディエゴ
のマンチェスターグランド・ハイアットホテルに
参集し、１月１３日～１９日の１週間缶詰になっての
研修を受けました。
国際協議会の目的は、ロータリーの課題や機会

について理解を深め、リーダーとして「超我の奉
仕」を実践する心構えを整えること、そして何よ
りもロータリーの国際性を肌で感じてもらうこと
と、研修リーダーの方々からお話を伺っておりま
した。そのとおり国際色豊かな参加者の方々で、
それぞれの民族衣装をまとって入場行進をする国
際晩餐舞踏会では、会場全体が大変華やかなもの
になりました。日本のガバナーエレクト３４人とパ
ートナーは、女性が和服、男性はタキシード等で
参加しましたが、エレクトの中に神主さんがおら
れ神職の礼装で参加されましたので注目の的とな
りました。

２．ロータリーは世界をつなぐ

初日の開会本会議でマーク・ダニエル・マロー
ニ―RI 会長エレクトがその基調講演の中で、次
年度会長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」を

発表すると満場総立ちで会場は拍手と歓声に包ま
れました。
そして、次年度の活動指針となる４つの強調事
項について次のように熱く語られました。奉仕す
るロータリーと消えゆくロータリー、それを分か
つのが会員増強です。１番目は、「ロータリーを
成長させることです。」次に、クラブか家庭かの
取捨選択をせずに済むようすべてのレベルのロー
タリー行事に子どもを受け入れる等「家族との時
間を大切にする文化をつくることです。」３つ目
には、「忙しく仕事をしているロータリアンもロ
ータリーのリーダーとなれるようにするための道
をひらくこと。」リーダーシップの文化を変え始
めてください。４つ目は、「奉仕と平和という精
神の下に世界中の人々がつながることができ、目
標に向かって意義ある行動を起こすことのできる
ロータリーのインフラです。」
私たちは行動人です。世界を変えたいと望むだ
けでなく、インスピレーションを持続可能な真の
変化に変える力が、私たちにはあります。その力
は、私たち自身、または、私たちの活動を可能と
するロータリーという土台があるおかげです。
「ロータリーを通じて私たちはつながります。」ロ
ータリーでの体験の中核にあるのが、このつなが
りです。それがあるから、私たちはロータリーに
入会し、ロータリーにとどまるのです。ロータリ
ーを成長させる方法も、つながりにあります。そ
して、これが２０１９‐２０年度のテーマです。
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３．次から次へ７回の本会議と８つの分科会

国際協議会は、７回の本会議（①行動するため
に結束する ②変化を生み出す ③インパクトを
高める ④世界で、地域社会で、自分自身の中で
よいことをしよう ⑤積極的な参加を促す ⑥参
加者の基盤を広げる ⑦未来に適合する）とその
後の分科会が連日繰り返される充実した内容の研
修でした。
本会議は全員参加で通訳が入りますが、日本人

の分科会は、大半、日本人の研修リーダーがファ
シリテーターとなって進行されました。また、会
議の都度会場が変わり、広いホテルの中を移動す
るので最初は戸惑いました。今年は、世界から６０
人（日本から３人）のローターアクトが参加して
ともに研修を行う場面もありRI が今後若者たち
と一緒に進もうとする流れも感じました。
また、厳しい研修の息抜きの場である、食事の
際は、大きな会場でビュッフェ方式の円卓ですの
で、各国の方々との交流が必然的に多くなり、挨
拶を交し、お互いの地区や国の話をさせていただ
くことになり「世界をつなぐ」を実感できる貴重
な体験の場となりました。

４．ホーム・ホスピタリティ

研修の中日の夜、私たち夫婦は、ニューヨーク
州・スウェ―デン・フィンランドのエレクト３名
と共に、地元サンディエゴ・ダウンタウンブレッ
クファストRCのトム・フィッチ会長の豪邸に招
かれ、会長夫人やクラブ会員達の手料理で心のこ
もったおもてなしを受けることになりました。フ
レンドリーな会話や皆で簡単な「私は誰でしょ
う？」ゲーム等を楽しみながら米国の生活の一端
を垣間見ることができました。このような対応を
はじめ、会場ホテル内の SAA、各会場受付係
（すべて ICチップ入り会員カードでチェック）、
通訳者等のスタッフ等々、実に多くの裏方に支え
られているということにあらためて感謝いたしま
す。もちろん、役員、研修リーダーの皆さんは元
よりです。
これらの皆さんの期待に応えるよう、そして当
然のことですが地区の皆様に「ロータリーは世界
をつなぐ」を実感していただける１年にすべく汗
を流してまいりますので、よろしくお願い申し上
げます。

（写真提供：ロータリーの友事務所）

青少年交換学生、ロータリー財団奨学生情報
過日、地区で選考試験を行い、下記の３名を選考いたしましたので報告します。
■２０１９‐２０年度青少年交換プログラム青少年交換学生（派遣）
橋本美由紀（福島県立あさか開成高等学校１年）
※派遣先、推薦クラブは未定

■ロータリー財団２０１９‐２０年度２５３０地区奨学生
長峯将司朗マーティン
・推薦ロータリークラブ：郡山安積ロータリークラブ
・留学予定先：ブリティッシュコロンビア大学（カナダ・バンクーバー）

■地区からロータリー財団へグローバル補助金による奨学生として申請
渡邉あすみ（青年海外協力隊勤務）
・留学予定先：サセックス大学（イギリス・ブライトン）

～～国国際際大大会会にに行行ここうう‼‼～～
ままだだ間間にに合合いいまますす

国際大会登録状況 ２０１９／２／１９
福島中央 ９ 郡山安積 １
福島グローバル １ 白河 ２
いわき常磐 ３ 浪江 １
喜多方 １２ その他 ３
郡山 １
郡山アーバン １ 計 ３４
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★ハイライトよねやま２２７号★から ２０１９年２月１３日発行

＝＝今月のトピックス＝＝
・２０１９学年度米山奨学生の選考を全地区で実施
・ホーチミンの学友グループが奉仕活動
・寄付金速報―下期も順調にスタート―
・北京・上海で学友が集合？
・【訃報】評議員佐藤博明氏（第２５４０地区）逝去

《今月のピックアップ記事》

ホーチミンの学友グループが奉仕活動

昨年１２月１６日、ホーチミンの米山学友グループ
が第１６回奉仕活動を実施しました。ベトナムには
まだ正式な学友会はありませんが、ホーチミンで
は学友たちが、年に数回の奉仕活動を続けていま
す。
今回の訪問先はホーチミン市内の視覚障がい者

福祉施設、An Binhホーム。以前にも同ホームで
奉仕活動をしたことがあり、施設の子供たちと２

年ぶりの再会を果たしました。子供たちから口々
に「視覚障がい者マラソン大会でメダルを獲得した」
「大学を卒業して就職することができた」など
の嬉しい報告を受け、成長を実感する訪問となり
ました。寄付金約３万円のほか、調理器具やシャ
ンプーなどの日用品を寄贈しました。
当日は、学友４人のほか、同学友グループが奨
学支援しているHUTECH大学のベトナム人学生
３人も活動に参加。「ベトナムの若者にも、私た
ち学友グループの活動に参加してもらうことで、
奉仕の精神を身に付けてもらえたら」と、チュオ
ントゥイランさん（２００６‐０７／大宮北東RC）は期
待を込めて語りました。

※そのほかの記事は、ぜひ PDF版をご覧ください。
→http : //www.rotary-yoneyama.or. jp/sum-
mary/pdf/highlight２２７_pdf.pdf

職業奉仕委員会情報

職業奉仕委員会 赤井 博道（富岡RC）

職業奉仕の実践とは

職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズを
ほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるとい
うことです。それによって、自己の職業の品位
と道徳水準を高め、社会から尊重される存在に
することが出来るのです。（Web引用）

と有りますが何か難しいですね。
甚だ勝手ですが、私見を少し書かせて頂きます。
ロータリークラブはその地域の異業種代表者に

よって構成されています。多少最近は同業者の規
制の枠は変化していますが。
ロータリアンの職業は多種に渡り医師、法曹

界、教育者、サービス業、製造業 etc.、多岐に渡
ります。
そして日本は戦後７０余年の間に他国では考えら

れない程の成長を成し遂げました。それは何故で
しょう？確かに国民性や気候風土も関係します。
でも一番違っていたのは多業種のリーダーの質

ではなかったでしょうか？
職業には顧客、協力会社、自企業、社員、社員
家族で大体構成されています（規模はさておき）。
企業や組織を引っ張るリーダーの考え方一つで
繁栄もすれば衰退もするかもしれません。
職業奉仕とはそこではないでしょうか？
顧客に喜んで貰い、スタッフを大事にし、従業
員には家族が居る事を忘れず、リーダーは私欲に
走らず、コンプライアンスを守り、時には地方自
治体と協力し合う。
その様な行いをされた優れた先輩ロータリアン
が沢山いたからこそ、今日の日本の繁栄があった
と言っても良いのではないでしょうか。
ロータリアンは仕事が衰退したら社会奉仕や国
際奉仕等、全ての活動が出来なくなり、ともすれ
ばロータリークラブの退会へとも繋がりかねませ
ん。
難しく考えるのは止めましょう。今現在、皆様
ロータリアンは素晴らしい職業奉仕を毎日実践さ
れているのです。四つのテストを基に胸を張って
自信をもって職業奉仕に励んで行きましょう。
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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。。

今月の表紙紹介

「旧佐藤善一郎邸 かやぶき養蚕農家」

福島市泉地内旧清水町の豪農 佐藤善一郎（旧福島県知事）邸。国指定登録文化財。
（撮影：福島RC安藤錬雄会員）

新会員紹介

■県南分区
白河西RC

■相双分区
浪江RC

■相双分区
浪江RC

横田 俊郎 朝田 英洋 横山 秀明
■入会日 ２０１９年１月１０日
■職業分類 金融サービス
■勤務先 東邦銀行白河西支店

■入会日 ２０１９年１月１７日
■職業分類 木製品加工
■勤務先 朝田木材産業㈱

■入会日 ２０１９年１月１７日
■職業分類 倉庫業
■勤務先 ㈲横山物産

■県北第二分区
飯坂RC

■県北第二分区
飯坂RC

■県北第二分区
飯坂RC

西條 博之 鈴木 牧子 高田 薫
■入会日 ２０１９年１月８日
■職業分類 耳鼻咽喉科
■勤務先 西條耳鼻咽喉科医院

■入会日 ２０１９年１月８日
■職業分類 建築業
■勤務先 ㈲鈴武工務店

■入会日 ２０１９年１月８日
■職業分類 観光協会
■勤務先 飯坂温泉観光協会

■県北第二分区
福島北RC

■県北第二分区
福島北RC

■いわき分区
いわき平中央RC

作田謙太郎 瀬戸 秀典 奥山 一博
■入会日 ２０１９年１月１５日
■職業分類 電気工事
■勤務先 ㈱電工社

■入会日 ２０１９年１月１５日
■職業分類 石油販売
■勤務先 瀬戸商事㈱

■入会日 ２０１９年１月１１日
■職業分類 飲食（和食）
■勤務先 真心居酒屋わび助

■いわき分区
いわき小名浜RC

■中央分区
郡山RC

■県北第一分区
福島RC

太田 丈人 竹谷 金浩 中川 宏生
■入会日 ２０１９年１月２２日
■職業分類 陸上輸送
■勤務先 磐栄運送㈱

■入会日 ２０１９年１月１７日
■職業分類 電話事業
■勤務先 ＮＴＴ東日本福島支店

■入会日 ２０１９年１月２４日
■職業分類 ケーブルテレビ
■勤務先 ㈱ニューメディア

■県北第一分区
福島中央RC

斎藤 喜章
■入会日 ２０１９年１月３日
■職業分類 施設管理業
■勤務先 特定非営利活動法人 ふくしま飛行協会

■県中分区
本宮RC

■中央分区
郡山RC

■県北第一分区
福島２１RC

笠原 宏男 馬場 一郎 笹川 惠一
２０１９年１月７日
享年 ７３歳
ロータリー歴 ４３年

２０１９年２月３日
享年 ９１歳
ロータリー歴 ４４年

２０１９年１月２日
享年 ５８歳
ロータリー歴 １７年
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１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 ４ ７１．７８％
須 賀 川 ４７（０） ４５（０） ０（０） ０（０） ４５（０） ０ ３ ９６．０６％
東 白 川 １１（０） １１（０） ０（０） ０（０） １１（０） ０ ４ １００．００％
石 川 ３８（３） ３７（３） ０（０） ０（０） ３７（３） ０ ４ １００．００％
矢 吹 １９（１） ２０（２） ０（０） ０（０） ２０（２） ０ ２ ４７．５０％
白 河 西 ５８（５） ５８（５） １（０） １（０） ５８（５） ０ ４ ６０．１９％
須賀川ぼたん １３（０） １４（０） １（０） ０（０） １５（０） １ ４ １００．００％
白 河 南 １６（０） １６（０） ０（０） ０（０） １６（０） ０ ４ ４５．００％

県 南 分 区 小 計 ２４４（１１） ２４３（１１） ２（０） １（０） ２４４（１２） １ ７７．５７％

県
中
分
区

本 宮 ３６（５） ３６（５） ０（０） １（０） ３５（５） －１ ３ ６２．９６％
三 春 ２５（２） ２５（２） ０（０） ０（０） ２５（２） ０ ４ ９６．００％
滝 根 ５（０） ４（０） ０（０） ０（０） ４（０） ０ ２ ８７．５０％
常 葉 １９（０） ２３（０） ０（０） ０（０） ２３（０） ０ ３ ８８．４１％
船 引 ４６（３） ４８（３） ０（０） ０（０） ４８（３） ０ ２ ６８．７５％
小 野 １７（０） １７（０） ０（０） ０（０） １７（０） ０ ２ ５５．８８％

県 中 分 区 小 計 １４８（１０） １５３（１０） ０（０） １（０） １５２（１０） －１ ７６．５８％

相
双
分
区

原 町 ２７（１） ２８（１） ０（０） ０（０） ２８（１） ０ ３ ７６．１９％
相 馬 ３３（５） ３５（４） ０（０） ０（０） ３５（４） ０ ３ ７７．１４％
浪 江 ４５（１） ４８（２） ２（０） ０（０） ５０（２） ２ １ ５４．００％
富 岡 ３５（３） ３８（３） ０（０） ０（０） ３８（３） ０ ２ ７５．７１％
原 町 中 央 ４４（６） ４６（６） ０（０） ０（０） ４６（６） ０ ４ １００．００％
南 相 馬 ２７（３） ２９（３） ０（０） ０（０） ２９（３） ０ ４ ６４．６６％

相 双 分 区 小 計 ２１１（１９） ２２４（１９） ２（０） ０（０） ２２６（１９） ２ ７４．６２％

県
北
第
二
分
区

飯 坂 ３８（２） ３７（２） ３（２） １（０） ３９（４） ２ ４ ７５．００％
福 島 北 ４４（０） ４５（０） ２（０） ０（０） ４７（０） ２ ４ ７５．９６％
保 原 ２７（２） ２８（２） ０（０） ０（０） ２８（２） ０ ４ ６７．８６％
福 島 東 ３９（３） ３９（３） ０（０） ０（０） ３９（３） ０ ４ ８１．４１％
梁 川 １６（１） １６（１） ０（０） ０（０） １６（１） ０ ４ ８２．８１％
川 俣 ３２（１） ３４（１） ０（０） ０（０） ３４（１） ０ ４ ５９．０９％
だ て 西 １１（３） １１（２） ０（０） ０（０） １１（２） ０ ５ １００．００％
福島しんたつ ３３（３） ３３（２） ０（０） ０（０） ３３（２） ０ ３ ７０．７１％

県北第二分区小計 ２４０（１５） ２４３（１４） ５（２） １（０） ２４７（１５） ４ ７６．６１％

い

わ

き

分

区

い わ き 平 ５１（０） ５２（０） ０（０） １（０） ５１（０） －１ ４ ６５．２２％
いわき小名浜 ６９（０） ７１（０） １（０） ０（０） ７２（０） １ ３ ７９．５９％
い わ き 勿 来 ４９（０） ５６（０） ０（０） ０（０） ５６（０） ０ ３ ７８．８８％
い わ き 内 郷 １９（１） １９（１） ０（０） ０（０） １９（１） ０ ４ ７７．６３％
い わ き 常 磐 ２２（０） ２１（０） ０（０） ０（０） ２１（０） ０ ３ ７６．１９％
い わ き 平 東 ５３（１） ５４（１） ０（０） ０（０） ５４（１） ０ ４ ６９．８４％
い わ き 四 倉 １２（３） １２（３） ０（０） ０（０） １２（３） ０ ２ ６６．６７％
いわき平中央 ２５（４） ２７（４） １（０） ０（０） ２８（４） １ ２ ７８．５７％
い わ き 鹿 島 １８（４） １７（３） ０（０） ０（０） １７（３） ０ ３ ７６．４７％
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） ３４４（２８） ２（０） １（０） ３４５（２７） １ ７５．３５％

中

央

分

区

郡 山 １０１（０） １０３（０） １（０） ０（０） １０４（０） １ ３ ８９．６３％
郡 山 西 ４５（０） ４７（０） ０（０） ０（０） ４７（０） ０ ４ ８８．３０％
郡 山 東 ３５（０） ３９（３） ０（０） ０（０） ３９（３） ０ ４ ６１．５４％
郡 山 南 ７７（８） ８２（１０） ０（０） ０（０） ８２（１０） ０ ４ ８８．３５％
郡 山 北 ４２（０） ４３（０） ０（０） ０（０） ４３（０） ０ ３ ８８．３９％
郡 山 西 北 ４５（２） ４５（２） ０（０） ０（０） ４５（２） ０ ４ ７２．２９％
郡 山 安 積 ４２（３） ４３（３） ０（０） ０（０） ４３（３） ０ ４ ９１．２８％
郡山アーバン ３３（１５） ３２（１５） ０（０） ０（０） ３２（１５） ０ ３ ７３．３３％
郡山コスモス １７（４） １７（４） ０（０） １（０） １６（４） －１ ４ ７９．４１％
福島グローバル １８（２） １９（２） ０（０） ０（０） １９（２） ０ ２ ７０．２７％

中 央 分 区 小 計 ４５５（３４） ４７０（３６） １（０） １（０） ４７０（３９） ０ ８０．２８％

県
北
第
一
分
区

福 島 ８３（４） ９０（４） １（０） ０（０） ９１（４） １ ３ ８３．７８％
二 本 松 ３８（４） ３９（４） ０（０） １（１） ３８（３） －１ ３ ６５．７４％
福 島 南 ７３（７） ７３（８） ０（０） １（１） ７２（７） －１ ４ １００．００％
福 島 西 ２４（１） ２３（１） ０（０） ０（０） ２３（１） ０ ３ ９６．６１％
福 島 中 央 ５６（３） ５７（３） １（０） ０（０） ５８（３） １ ４ ７８．３２％
二本松あだたら ３５（３） ３６（３） ０（０） ０（０） ３６（３） ０ ３ ８２．８６％
福 島 ２１ ４９（５） ５０（５） ０（０） １（０） ４９（５） －１ ４ １００．００％

県北第一分区小計 ３５８（２７） ３６８（２８） ２（０） ３（２） ３６７（２６） －１ ８６．７６％

会

津

分

区

会 津 若 松 ５９（０） ６２（０） ０（０） ０（０） ６２（０） ０ ４ ８３．４７％
喜 多 方 ５２（０） ５１（０） ０（０） ０（０） ５１（０） ０ ４ ８３．９２％
会 津 若 松 西 ２１（０） ２０（０） ０（０） ０（０） ２０（０） ０ ３ １００．００％
猪 苗 代 ２６（３） ２５（３） ０（０） ０（０） ２５（３） ０ ４ ８１．７２％
会 津 坂 下 ３７（０） ３１（０） ０（０） ０（０） ３１（０） ０ ４ ８２．２６％
田 島 ３３（０） ３５（０） ０（０） ０（０） ３５（０） ０ ４ ５７．８６％
会 津 若 松 南 ２５（２） ２３（１） ０（０） ０（０） ２３（１） ０ ３ ８５．５１％
会津若松城南 ２６（０） ２６（０） ０（０） ０（０） ２６（０） ０ ４ ７１．９１％
喜 多 方 中 央 ３４（１） ３４（１） ０（０） １（０） ３３（１） －１ ４ ８０．４５％
会津若松中央 ２１（７） ２１（７） ０（０） ０（０） ２１（７） ０ ３ ８２．５４％

会 津 分 区 小 計 ３３４（１３） ３２８（１３） ０（０） １（０） ３２７（１２） －１ ８０．９６％
２５３０ 地 区 合 計 ２，３２３（１５７） ２，３７３（１５９） １４（２） ９（２） ２，３７８（１６０） ５ ７８．５９％

My ROTARY
登録率（％）
３８．１％
６．７％
２７．３％
１０．８％
２０．０％
８７．９％
２１．４％
１２．５％
３５．４％
３４．３％
６４．０％
７５．０％
６０．９％
６０．４％
２３．５％
５１．３％
１３．８％
２２．９％
１８．８％
１５．８％
１３．０％
４８．３％
２０．９％
８９．７％
９３．３％
５７．１％
３０．８％
７５．０％
７６．５％
９．１％
６３．６％
６７．３％
１７．３％
２２．５％
２１．４％
１５．８％
２５．０％
２５．９％
１６．７％
２０．７％
２３．５％
１００．０％
２４．９％
１７．３％
９１．５％
６１．５％
８６．６％
４１．９％
２８．９％
１８．６％
５６．３％
８８．２％
７３．７％
５１．４％
９８．９％
７９．５％
７６．７％
６９．６％
９８．２％
５２．８％
９８．０％
８５．８％
３５．５％
１００．０％
９０．５％
８８．０％
８７．１％
８２．９％
１７．４％
３８．５％
８２．４％
９５．２％
７０．７％
５２．７％

※My ROTARY登録率は２／１２現在です。


