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８月は「会員増強・新クラブ
結成推進」月間です

「福島市－磐梯吾妻スカイライン／夏」（福島しんたつRC 池田卓也会員）
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ガバナーメッセージ

親愛なるロータリアンの皆様へ
～国際ロータリー会長ご夫妻を地区挙げて歓迎しましょう！～

国際ロータリー第２５３０地区
２０１９－２０年度ガバナー

芳賀 裕

国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マロー
ニー氏ご夫妻が、８月４日に福島市にお着きにな
られます。今回の当地区ご来訪は、８月２日より
９日まで東日本を訪問される旅程の内３日間にわ
たり当地区にご滞在されるものとなります。
今年１月サンディエゴで開催された国際協議会

の期間中、毎日、マローニー会長エレクトの言動
に接していた私にとりましては「有朋自遠方来
不亦楽乎」の心境です。
マローニー会長（１９５５年生まれ）は、弁護士と
して１９８０年にジケーター・ロータリークラブ（ア
ラバマ州）入会以来、３０歳でクラブ会長、３４歳で
ガバナーになられ、その後、ＲＩ理事、会長エイ
ド、ロータリー財団管理委員、規定審議会議長、
２０１４年シドニー国際大会委員長を務められＲＩ会
長へとつながる旅を続けて来られ、今年度ＲＩ会
長に就任されました。「彼はＲＩ会長にうってつ
けです」と友人のロータリアンが語っておられる
とおりの方だと思います。

この度、国際ロータリー会長が、当地区を訪問
される意義は、各地のロータリアンやインターア
クター、ローターアクター、交換留学生等のロー
タリーファミリーと交流されることは当然のこと
ですが、東日本大震災から８年５カ月が経とうと
する今、当地区がいかに復興しつつあるかを直接
ご覧になり、その現状を世界のロータリアンにお
伝えいただくことにあると考えております。
「ロータリーは世界をつなぐ」を会長ご夫妻が
自ら体現されることになるものと大いに期待いた
しております。
そして、私達もこの機会に、あの時、当地区に

対し世界のロータリアンから寄せられたご支援に
あらためて御礼を申し上げ、当地区の復興の状況
を世界に発信したいと考えております。

さて、８月は、「会員増強・新クラブ結成推進
月間」です。
会員基盤の成長は、マローニー会長の最初の強
調事項です。
多くの多様な職種の会員と例会参加等の活動を
共にすることによって、自らをそして自らの職業
を磨き、より有用な仕事に高めていくためには、
会員基盤の成長は欠かせないものです。また、ロ
ータリーの奉仕の理念を地域の多様な職種・年齢
性別の方々に広く普及させ、地域の発展、ひいて
は世界理解、平和へつないでいく上でも大切な意
味を持ちます。
この会員基盤の成長は、地域社会をよく知る各
クラブが、会員増強委員会を中心にして会員全員
で取り組むことが重要です。マローニー会長は、
「会員皆で、役割を少しづつ分担して活動し、会
長・幹事が忙しすぎることの無いようにしてくだ
さい」と強調されています。

当地区会員数は２３０３名（７月１０日現在）と、こ
こ数年の７月当初の会員数より減少しておりま
す。これからも６５クラブが持続可能な良い変化を
生むため手を取り合って行動できることを目指
し、会員基盤の成長に取り組みましょう。
各クラブの会員が、ロータリーを知り、ロータ
リーが好きになり、そしてロータリーを楽しんで
いる姿が、地域の人びとにロータリーへの関心を
向けさせることにつながるものと思います。

ロータリーの礎は「つながり」です。
さあ、皆さん、一緒に、ロータリーを楽しみま
しょう！

９月は、「基本的教育と識字率向上月間とロー
タリーの友月間」です。
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第１回ガバナー会報告
２０１９‐２０年度ガバナー 芳賀 裕

２０１９年７月１日（月）９時３０分より、グランド
プリンスホテル高輪において国内３４名中３３名が出
席して初めてのガバナー会が開催されました。
まず「ガバナー会は、地区ガバナー間の連絡を
緊密にすることによって、各地区及び各ロータリ
ークラブの諸活動に便宜を提供し、ロータリーの
発展に資することを目的とする」ことを
確認し、今年度事業・予算を承認しまし
た。各ガバナーの他地区大会への出席予
定や災害支援・義援金への対応の確認を
し、「日本のロータリー１００周年記念ピン
バッジ頒布のお願い」「第１５回日韓親善
会議（９月２８日仙台市）」「第７回日台親
善会議（３月６日福岡市）」「第４８回ロー
タリー研究会（１１月１６日～１９日神戸市）」
への参加案内がなされ、第２回の会議を

１１月１７日（日）神戸市で開催することを決め１１時
２０分閉会しました。ついで、「ガバナー・元・次
期ガバナー懇談会」が開かれ、ガバナー、ガバナ
ーエレクトの自己紹介がなされました。また１５時
３０分より新旧「友」地区代表委員
との会議がもたれ、「友」の購読から講読へ、そ
して好読へとしましょう等が話し合われ今年度の
発展を確認し終了となりました。

国際大会報告
２０１９‐２０年度ガバナー 芳賀 裕

さる６月２日から６日まで、ドイツ連邦共和国
最大の港町ハンブルグにおいて国際大会が開催さ
れ当地区からは４２名が参加登録されました。２日
の開会式は午前と午後の２回行われ、私は、午後
３時からの開会式に参加いたしました。
午前中に、地区内各クラブからお預かりした

「信任状」を友愛の広場の中に設置された受付に
提出いたしました。
友愛の広場で、世界から参加しているブースを

ウオッチしておりましたところ、偶然に４年前に
当クラブから「世界ライラ」（シンガポールで開
催）に派遣した若者と一緒に参加したという京都
の青年達と出会い、情報交換をすることができま
した。
開会式では、参加国の国旗入場の後、バリー・

ラシン会長から２０２３年までに女性役員を３０％にと

いう目標を含む中核的価値観を強調するスピーチ
や、歌、ダンス、絵画等のパフォーマンスが展開
され、参加者は自ら「インスピレーションになろ
う」という思いで会場を後にいたしました。
その夜には、平井義郎ガバナー主催のガバナー
ナイトが行われ、その席で「ガバナーバッチの引
継式」が行われ、あらためて身の引き締まる思い
で一杯になりました。翌日から皆さんがそれぞれ
国際大会を楽しみ帰国の途につかれました。

福福島島県県知知事事、、
福福島島市市長長をを表表敬敬訪訪問問

７月１９日 県知事表敬訪問 ７月９日 福島市長表敬訪問

芳賀裕ガバナーは、年度初めに当たり、内
堀雅雄福島県知事と木幡浩福島市長を表敬訪
問し、今年度の方針や地区大会の件などにつ
いて説明しました。安藤正道地区幹事が同行
しました。
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第１回諮問委員会報告
地区幹事 安藤 正道（福島中央RC）

２０１９年７月６日（土）、ホテル福島グリーンパレ
スに於いて第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）
（１）２０１９‐２０年度地区大会開催要項について
実行委員長が多田司朗（福島中央RC）より斎
藤高紀（福島中央RC）へ変わった事を報告。斎
藤高紀地区大会実行委員長より地区大会の概要を
説明した。
（内容は月信７月号裏表紙に掲載）
（２）２０１９‐２０年度地区大会委員会委員長の選任に

ついて
例年に倣い各委員会の委員長は以下の通り
登録委員会 平井 義郎 IPG
資格審査委員会 鈴木 邦典 PG
選挙委員会 佐久間英一 PG
決議委員会 酒井 善盛 PG

（３）ガバナーノミニー（２０２２‐２３年度ガバナー候
補）指名について

平井義郎直前ガバナーを指名委員長とする。
８月１日発行の「月信８月号」にて全クラブへ

通知する。
（４）国際ロータリー会長当地訪問歓迎事業予定

について
箭内一典実行委員長より事業概要を説明。

８月４日（日）「福島中央RC
創立３０周年 RI 会長訪問特別
記念例会」へ出席
８月５日（月）
RI 会長による復興祈念植樹と被災地視察
（浪江町）
「相双分区６クラブ合同例会」へ出席（南相馬）
RI会長歓迎晩餐会（裏磐梯レイクリゾート）
８月６日（火）鶴ヶ城散策の後、郡山より東京

（５）上記事業につき「地区運営基金」を支出す
ることについて
１５０万円を限度に支出する。

（６）復興フォーラム企画（案）について
実行委員会設置と委員（案）、開催日時、開
催場所（案）、内容（案）を説明した。

（報告事項）
（１）２０１９‐２０年度地区補助金配布について
（２）米山梅吉記念館創立５０周年記念事業について
（３）第１５回ロータリー日韓親善会議（仙台）に

ついて
（４）第４８回ロータリー研究会（神戸）について
（５）第７回日台親善会議福岡大会について
（６）国際大会報告（信任状提出）
（７）ガバナー会報告
以上です。

第１回ガバナー補佐会議報告
地区幹事 安藤 正道（福島中央RC）

２０１９年７月６日（土）、ホテル福島グリーンパ
レスに於いて第１回ガバナー補佐会議が開催さ
れ、協議事項は以下の通りです。
１．ガバナー公式訪問について
日程確認。訪問時間確認。首長訪問等の組入
れ願い。例会等訪問場所の案内。
クラブ年次計画書・報告書の提出。クラブの
抱えている課題等。

２．RI 会長夫妻歓迎行事への対応について
３．地区大会委員会について

登録委員会、資格審査委員会、選挙委員会、
決議委員会の委員。

４．復興フォーラム企画（案）について
開 催 日：２０２０年３月２１日（土）、２２日（日）
開催場所：１日目 浪江町・南相馬市、クー

ラクーリアンテ
２日目 パルセ飯坂

実行委員会（案）、内容（案）、参加者（案）
を説明

５．ガバナーノミニー（２０２２‐２３年度ガバナー候
補）指名について
６．各クラブの周年事業（５０周年、２５周年）RI 会
長メッセージについて
７．２０１９‐２０年度地区補助金について
８．ガバナー補佐活動費について
９．２０２０‐２１年度ガバナー補佐推薦について
地区ガバナー補佐指名規定による
（次期地区ガバナー補佐は９月１５日までに推
薦されるものとする）

以上です。
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国際ロータリー第２５３０地区 ２０２２‐２３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：平井義郎直
前ガバナー）は、各クラブに対して２０２２‐２３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３０日（月）までとします。

《提出書類》
１．２０２２‐２３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 平井義郎
※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。

事務担当者セミナー報告

地区幹事 安藤 正道（福島中央RC）

２０１９年６月２２日（土）、ホテル辰巳屋に於いて
「事務担当者セミナー」が開催されました。今ま
では新年度の７月になってから開催されていまし
たが、新年度になって直ぐに行う定期書類の報告
や提出また送金等の事務手続きがスムーズに行わ
れるように６月に開催する事となりました。セミ
ナーは、芳賀裕２０１９‐２０年度ガバナーと渡辺健寿
次期地区研修委員会副委員長よりあいさつを頂い
た後、次期地区幹事より送金関係とガバナー事務
所への報告について説明があり、次に鈴木雅之次

期IT委員会委員長がMy ROTARYのサポートに
ついて話され、最後に平井義郎ガバナーが“会員
情報の編集と訂正について”と題し話されまし
た。その後、記念撮影の後懇親会となり１４時半に
閉会となりました。
今回会場となったホテル辰巳屋は今年８月に閉
館となり、今回のセミナーが地区として最後の利
用となります。長い間ホテル辰巳屋を利用させて
頂いた事に感謝申しあげます。
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２０１９‐２０年度 前期地区委員会総会報告

地区幹事 安藤 正道（福島中央RC）
２０１９‐２０年度前期地区委員会総会が２０１９年７月６日

（土）、ホテル福島グリーンパレスに於いて約１１０名の
地区委員・役員が集まり開催されました。この総会
は７月から新年度がはじまり、芳賀裕ガバナーのも
と地区の各委員会がガバナーの方針に沿って活動計
画等を確認する会議となります。
総会本会議�は、１３時３０分に開会点鐘で始まり、

「国歌斉唱」、ロータリーソング「奉仕の理想」の斉
唱、芳賀裕ガバナー挨拶、佐久間英一地区研修リー
ダー挨拶があり、その後地区幹事より分科会の進め
方の説明があり分科会となりました。分科会は１２の
分科会に分かれ１４時から１５時まで各委員会の事業計
画について協議がなされました。
総会本会議�は１５時１０分より開始され、１２の委員

会から今年度の事業計画の発表が
あった後、佐久間英一地区研修リ
ーダーより総評がありました。そ
の後、連絡として石黒秀司ガバナーエレクトより
２０２０年６月にハワイ州ホノルルで開催される国際大
会への参加要請について説明があり、１６時３０分に閉
会点鐘となりました。
１６時４５分からは懇親会となり、開会の言葉を菅野
浩司福島中央RC副会長、乾杯を平井義郎直前ガバナ
ーにして頂き、懇親会は芳賀ガバナー年度が実りあ
る一年になることを確認しあいながらなごやかに進
められました。中締めを大出隆秀福島中央RC直前会
長が行い１８時３０分にお開きとなりました。

前期地区委員会総会 委員会事業計画
地区研修委員会

副委員長 渡辺 健寿
（福島RC）

今年度地区研修委員会は、ガバ
ナー地区方針第３項にある「会員
研修の充実を図ろう」を地区内各
クラブと地区において実践するこ

とを基本とします。
委員会の具体的活動計画は以下のとおりです。

１．クラブでの研修への関わり
⑴クラブ研修リーダーが自らの役割を認識する。
・クラブ研修リーダーは、すべての研修ニーズ
が満たされるようクラブ理事会および各種委
員会と協力し、また、支援とアイデアを得る
ために、地区研修委員会、所属クラブを担当
するガバナー補佐、地区ガバナーと協力しな
ければならない。

・クラブ研修リーダーは、会長をはじめとする
クラブのリーダーと協力しながら研修プログ
ラムを開発する。

⑵クラブの研修プランを作成する。
・新会員のために一貫したオリエンテーション
を定期的に実施する。

・現会員のために継続的教育の機会を提供する。
⑶クラブ研修リーダーと地区研修委員会との連携、
情報共有をはかる。

・要請があれば地区研修委員がクラブ例会に出
向く。

・新会員オリエンテーション、既存会員研修に
つきRLI グループディスカッションの手法を
取り入れるなど工夫する。

・新会員オリエンテーション実施の資料をMy
ROTARYから取り入れる。

２．地区での研修への関わり
⑴クラブ研修リーダーセミナーの開催
日時 ２０１９年７月１３日（土）
場所 郡山ユラックス熱海（大会議室）
講話 ①２０１９年 RI 研修リーダー

山崎 淳一 様
「奉仕の心を学び、伝え、実践しよう」
～２０１９年国際協議会と規定審議会の最
新情報と、ロータリーの変遷と本質～
②RLI 日本本部ファシリテーター

委員長 中村靖治 様
「クラブの未来を語ろう」
③グループディスカッション
（RLI 方式による）

⑵地区委員会が開催する地区セミナーに地区研修
委員の立場から参加する。

佐久間地区研修リーダーのもと、委員一丸となっ
て会員研修の充実に取り組みますのでよろしくお願
いいたします。
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規則・手続委員会
委員長 高橋 金一

（郡山西RC）
１ 委員会設置の趣旨
ロータリーには、「RI定款・細
則」、「標準ロータリークラブ定
款」、「推奨ロータリークラブ細

則」、「RI の財団細則」、「ロータリー章典」及び
「地区運営規定」（当地区には現在１４の規定・細則
・手続がある）という成文規範が存在する。地区
・クラブ運営はこれらを遵守して行われる必要が
ある。しかしながら、当地区においては、これら
の規範の整備について所管する委員会がなく、RI
規定審議会により立法改正が行われた場合に、そ
れに合わせて地区運営規定を整備したり、地区内
各クラブに対し、それを周知せしめる組織的な体
制が不十分であった。そこで、３年に１度のRI 規
定審議会による立法改正が実施される年度に合わ
せて当委員会が設置された。

２ 活動方針
（１）活動の概要
① ２０１９年規定審議会審議結果のクラブへの浸
透・啓発

② RI の標準定款及び推奨細則とクラブ定款及
び細則との関係の理解の浸透、並びにそれら
の諸規定とクラブ運営・活動等が適合する
よう諸規則への理解推進、クラブへの規則
手続委員会機能を持つ委員会の設置の推奨

③ 地区運営規定の改正、整備
３ 事業計画
（１）委員会セミナー開催
日 時：２０１９年１０月６日（日）午後１時３０分開会
場 所：南東北総合卸センター 第２会議室
対象者：各クラブ会長または関係委員会委員等

（２）委員会開催
（３）地区運営規定改正案の提案

２０１９年１２月中旬をめどとする。
但し、慶弔規定、表彰実施規定及び地区危機管

理規定は２０１８－２０１９地区運営委員会が改正案を
策定するので、その内容を踏まえて、他の地区運
営規定との整合性を図ることとする。

ＲＬＩ委員会
委員長 鈴木 和夫

（福島中央RC）
テーマ 「ENJOY RLI !」
RLI ロータリー・リーダーシッ
プ研究会は草の根活動と言われて
います。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。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
と柔軟性を育て、ロータリーを活性化することにあ
ります。
芳賀ガバナーは、７月号のガバナー月信で、「折角
入会したが、ロータリーをよくわからないままに、
退会する人が多い傾向が続いていることは大変残念
なことです。退会された方は感動を味わう機会に恵
まれなかったのかもしれません。私たちは、もう少
し、そのような会員に知る機会を提供できていたら
と、悔やまれます」と述べています。

前期活動計画
１）７月７日（日） 郡山ユラックス熱海でDLトレ

ーニング（７月１３日のクラブ研修リーダー会議

と８月１１日のパート�に向けてのトレーニング）
２）７月１３日（土） 郡山ユラックス熱海でクラブ研
修リーダー会議（参加対象者 クラブ会長 ク
ラブ研修リーダー） RLI 方式で研修

３）７月２８日（日） 南東北総合卸センター組合会館
DLトレーニング
（パート�に向けての２回目のトレーニング）

４）８月１１日（日） 郡山ユラックス熱海
RLI パート�

その他の活動
１）DL増員の推薦願い－８分区会長幹事会に出席
実施済み分区：いわき分区 県北第一分区会津

分区 中央分区 県中分区
未 定：県北第二分区 県南分区 相双分

区（日程が決まり次第訪問）
２）DLスキルアップトレーニング

（前期３～５回程度）
３）DLの反省会（評価表による）

後期活動計画
１）パートⅠ

２０２０年１月２５日（土） 郡山ユラックス熱海
２）パートⅡ

２０２０年３月２８日（土） 郡山ユラックス熱海
３）パートⅢ

２０２０年５月９日（土） 郡山ユラックス熱海
４）各パート前にDLトレーニング２回程度の予定
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会員増強・拡大・ロータリー情報委員会
委員長 林 克重

（福島南RC）

入会者が多い
７月・８月が重要です。

皆様お忙しいと思いますが、ク
ラブ活性化や奉仕の理論の実現のためにも会長のリ
ーダーシップを発揮いただきたいと思います。
芳賀ガバナーから２５３０地区会員数２，５３０名を目標に

頂きました。
会員の強化・入会推進よろしくお願い申し上げます。

今期委員会活動について
①各クラブへメーキャップ
委員全員分担し各クラブ通常例会にメーキャッ
プを行い、会員増強・衛星クラブの検討、戦略
計画策定などのお願いを行いますので、ご協力
よろしくお願いします。

②「会員増強・拡大・ロータリー情報委員会セミ
ナー開催」
７月２７日（土）１３時３０分ユラックス熱海で開催
いたします。
演 題 「戦略計画と会員増強」
講 師 ロータリー第１地区２０１９－２０年度
ロータリーコーディネーター 菅原 裕典様

③ガバナー月信にロータリー情報コラム
RI、他地区、規則・手続委員会、地区研修委員
会その他各委員会よりロータリーに関する最新
情報を適時に入手し、ガバナー月信にロータリ
ー情報コラムを設け、毎月記事の掲載をします。

④RI コーディネーターやマイロータリーによるリ
ソースを紹介

⑤衛星クラブの活用を推進
現会員シニア層、未来会員ジュニア層、若い経
営者、起業を目指す方などのために衛星クラブ
活用の推進をするとともに、新クラブ設立のサ
ポートを行います。

⑥会員増強・拡大・ロータリー情報委員会を年３
回開催する

公共イメージ・IT 委員会
委員長 相良 元章

（福島RC）
【委員長挨拶】
いま私たちロータリーは岐路に
立たされていることを認識しなけ
ればなりません。

会員の減少・高齢化に伴い、今まで出来てきたこ
とが出来なくなりつつあるのが現実です。
この現実を変える効果的な方法が地域の人々に

「ロータリーをより知ってもらう」ことです。
陰徳を好む日本人には少し勇気が必要なことかも
しれませんが、全く心配ありません。
私たち公共イメージ・IT委員会が今年度しっかり
ナビゲートさせて頂きます。

【委員会活動方針】
ロータリーの IT化を推進し効果的効率的にロータ
リーの“楽しさ”をつなげよう！

【委員会の役割】
１．情報を集める…クラブや分区、地区または他地

区の活動の情報を集積する
２．情報を発信する…マスメディアや SNSを使った

情報発信を支援する
３．活動サポート…より良い事例や優れたツールを

クラブに提供し新たなプロジェクトへの取組
みを促進する

４．ブランド力をあげる…ロゴマークやロゴタイプ
の適正使用を支援する

５．ＩＴ化の推進…集積した情報の整理とクラブや
会員の IT化を支援する

６．戦略計画立案と効果の検証…公共イメージ IT
推進のため中長期活動戦略を立案し、活動の
成果を数値として確認・検証する

【活動計画】
１．クラブサポート
①公共イメージ・ITセミナーの開催
②ロータリーデー（創立記念日）・世界ポリオデー
の開催支援

③My ROTARYとロータリーショーケース、ロー
タリークラブセントラルの登録支援

④ロータリーブランドの維持と拡大の為のツール
等の利用促進を図る

⑤復興フォーラム（仮称）の開催支援
⑥公共イメージ ITアワード（仮称）表彰

２．メディア対策
①マスコミ懇談会の開催
②SNS活用方法を探求し安価で効果的な情報発信
の方法を共有する

３．更なる IT化の推進
①地区資料の収集と整理
②目標進捗状況報告資料等の作成と整理
③公共イメージ小委員会と IT小委員会との連携に
よる情報発信

④クラブの公共イメージ・IT担当者の把握と情報
の共有

４．戦略計画と効果の検証
①ロータリー認知度アンケート調査の実施と分析
②マスメディアに取り上げられた活動の把握と検証
③戦略ロードマップと数値目標の策定
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職業奉仕委員会
委員長 佐藤喜市郎

（飯坂RC）
職業奉仕とは何ぞや？職業奉仕
をなるべく難しく考えないように
しましょう。

今の自分の仕事に誇りをもってすることであるこ

とを再認識していただいてご理解をいただきたい。
それが今年の職業奉仕委員会の方針であります。
９月１４日（土曜日）、１月１８日（土曜日）それぞれ

委員会セミナ－を熱海ユラックスにて行います。９
月は地区内の先輩にご講話いただきます。
職業奉仕月間の１月は内容検討中ですが、いずれ
にいたしましても各クラブの出席者を通し委員長・
会長・幹事様を通し職業奉仕の考え方を各クラブに
浸透させていただけますようお願い申し上げます。

社会・国際奉仕委員会
委員長 渡部 英一

（猪苗代RC）
今年度は、「地域奉仕を支える委
員会」として、各クラブの、社会
奉仕・国際奉仕の活動を支援しま
す。今年度の大きな事業は、８月

３１日開催の合同セミナーがあります。
「社会・国際奉仕委員会」「学友・平和フェローシッ
プ委員会」
「青少年交換委員会」「米山記念奨学会委員会」４つ
の委員会で行うセミナーを
“ロータリーに支えられた、１０人の若者たち” と
題して、合同セミナーでのメリットを出し、有意義
なセミナーにしたいと思います。

社会奉仕委員会
委員長 望月 隆司（常盤RC）

●通年の事業として、地区内各クラブの皆様に、掲
載された新聞記事の切り抜き、又はそのスキャン
データを送付頂き、ロータリアンやクラブ、分区
で行った社会奉仕の事業などの新聞記事をパネル
に貼り、各分区の IM、地区大会、地区研修・協議
会の会場に展示します。

●地区ホームページ内「奉仕の実践」ページにて、
各クラブの社会奉仕事業の紹介を行います。各ク
ラブにWord 形式のデータとPDFデータを後日送
付しますので、クラブで社会奉仕事業を行った後
に、その様子の写真などを添えて、当委員会まで
報告して下さいます様お願い致します。

国際奉仕委員会
委員長 渡辺 浩子（福島２１RC）

●各クラブの国際奉仕・国際交流の事例を集め情報
提供します。また、課題や悩みなどの情報も収集
します。

●その情報を活用し、例会等での卓話などをマッチ
ング＆コーディネートします。

●タイムリーで地域社会に関係する国際的な学びの
機会を創出します。

●東京オリンピックパラリンピック福島県開催に関
する奉仕・交流の機会を考えます。

●社会奉仕、青少年奉仕等各委員会との情報共有・
連携を進め、協働します。
最後に「ハワイ・ホノルル国際大会にみんなで参
加しましょう！！」

青少年奉仕委員会

委員長 �澤 俊樹
（福島南RC）

《方 針》
１．青少年奉仕プログラムの支援
（１）インターアクト（Interact）

ロータリークラブが提唱する、１２歳～１８歳の
青少年のリーダーシップや、奉仕の精神を養
う為のクラブです。２５３０地区には現在、１７の
高等学校、２つの中学校、１つの専門学校の
計２０のインターアクトクラブがあります。

今年も新クラブの提唱をサポートし、ロータ
リークラブとインターアクトクラブの連携を
推奨します。

（２）ローターアクト（Rotaract）
ロータリークラブが提唱する、１８歳～３０歳の
青年たちのリーダーシップや、奉仕の精神を
養う為のクラブです。２５３０地区には現在３つ
の大学生クラブと、４つの社会人クラブの、
計７つのローターアクトクラブがあります。
今年も新クラブの提唱、特に未提唱地区に於
ける提唱をサポートし、ロータリークラブと
ローターアクトクラブの連携を推奨します。

（３）RYLA（Rotary Youth Leadership Awardsロー
タリー青少年指導者養成プログラム）
地区が行う、１４歳～３０歳（２５３０地区は１８歳～
３５歳程度）の中高生、大学生、社会人を対象
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とする地域社会のリーダーシップを養成する
為のプログラムで、多くの参加者（ロータリ
アンも含め）を得、有意義な会議とします。

（４）青少年交換（Youth Exchange）
地区が行う、１５歳～１９歳の高校生を対象とし
た、国際理解と親善を目的とするプログラム
で、長期の１学年度、又は１～３週間の短期
交換プログラムが有り、多くの交換留学が実
現するようにサポートします。

※ 各クラブが、青少年奉仕活動への理解を深め
て頂くためのサポートをします。
（年度当初の全クラブ対象のセミナー開催。地
区大会における青少年による活動発表、及び
青少年会議開催。各クラブへの随時訪問。）

※ 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、人間としての成
長をサポートします。

２．会長賞の受賞サポート
（以下青少年奉仕関連項目）

（１）インターアクトクラブの提唱、または他クラ
ブとの共同提唱。

（２）ローターアクトクラブの提唱、または他クラ
ブとの共同提唱。

（３）インターアクトクラブとロータリークラブの
共同プロジェクトの実施。

（４）ローターアクトクラブとロータリークラブの
共同プロジェクトの実施。

（５）クラブが少なくとも１名の青少年交換学生の
派遣、または受け入れ。

（６）クラブが少なくとも１名のRYLA参加者を派
遣。

《計 画》
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がガバナーが開催する地区事業であ
る旨の周知。

（４）青少年交換（Youth Exchange）
１）各分区１名の交換留学生の派遣、受け入れの推奨

※ 各クラブが、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
示及び青少年会議開催。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
することをサポート。

※ 各クラブの IAC、RAC、交換留学生との共同
奉仕活動への活動費支援（１０，０００円）。

※ 各クラブが交換留学生をゲストスピーカーと
して招聘した場合の旅費、食費等の実費支援。

※ 各クラブからのRYLA参加登録料支援。
（２，０００円程度）

２．事業計画
（１）青少年奉仕委員会

RI 会長 マーク・ダニエル・マローニー夫妻
被災地視察同行 ８月５日（月）
地区青少年奉仕委員会セミナー 南東北卸センター

８月２４日（土）
第２回地区青少年会議（地区大会） パルセいいざか

１０月２７日（日）
（IAC．RAC．RYLA経験者．青少年交換．米山）
復興フォーラム参加３月２１日（土）・２２日（日）

（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 福島県青少年会館（福島市）

８月８日（木）・９日（金）
担当：学校法人福島東稜高等学校 福島RC
第２回連絡協議会 南東北卸センター

１０月２日（水）１２：００～
担当：県立岩瀬農業高等学校
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地区大会活動発表・第２回地区青少年会議
東稜高等学校 １０月２７日（日）

国際理解研修会 いわき市・三春市
１１月１６日（土）・１７日（日）

担当：学校法人松韻学園福島高等学校 福島北RC
宿泊：いわき新舞子ハイツ

後期活動
第１回連絡協議会 未定 ５月

担当：学校法人福島東稜高等学校
リーダー研修会 未定 ６月

担当：国際アート＆デザイン専門学校
第８回全国インターアクト研究会

山形市テルサ（２８００地区）
４月２５日（土）

（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 喜多方市厚生会館

８月３日（土）
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
地区大会活動発表・第２回地区青少年会議

１０月２７日（日）
スポーツ交流会（山形２８００地区） 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（山形２８００地区） ２月
RYLA研修会参加 ３月７日（土）・８日（日）
第３２回全国ローターアクト研修会 名古屋開催

４月
第４５回地区年次大会 喜多方市 ５月
第３回会長幹事会・地区協議 ６月
第２回ローターアクト地区指導者研修会 ６月

（４）RYLA委員会
第１２回全国RYLA研究会 佐賀市（２７４０地区）
地区大会活動発表・第２回地区青少年会議

１０月２７日（日）
第４０回 RYLA研修会開催 岳温泉 光雲閣

３月７日（土）・８日（日）
JAPAN RYLAセミナー

（５）青少年交換委員会
２０１９‐２０年度第１回青少年交換委員長会議

東京品川 ７月７日（日）
派遣学生帰国報告会・受入学生オリエンテー
ション・募集説明会 南東北卸センター他

８月２４日（土）・２５日（日）
社会・国際奉仕、青少年交換、学友・平和
フェローシップ米山委員会合同セミナー

ホテル華の湯 ８月３１日（土）
東北多地区合同オータムキャンプ参加
２５２０地区（宮城・岩手） ９月
派遣学生選考会開催 １０月１２日（土）
地区大会活動発表・第２回地区青少年会議

１０月２７日（日）
２０１９‐２０年度第２回青少年交換委員長会議

東京 １２月
ウィンターキャンプ・オリエンテーション開催
蔵王 １月
２０１９‐２０年度全国危機管理委員長会議

東京 １２月
東北多地区合同スプリングキャンプ開催 ３月
日本青少年交換研究会出席 ２８００地区（山形天童）

５月
受入学生送別会・派遣学生オリエンテーション開催

６月
オリエンテーション １月～８月

ロータリー財団委員会
委員長 早川 敬介

（郡山北RC）
ロータリー財団委員会の活動は、

「寄付を集める活動（ファンドレイ
ジング）」と「寄付を使う活動」の
両輪で、各クラブのロータリー財

団委員会活動を支援します。
１．年次寄付「０クラブ」を無くすことへご協力
ください。
・年次基金一人＄１５０とポリオ基金一人＄３０の達
成。
・事務手続きを調整いただき年次基金や恒久基
金など全ての振込を５月中にお願いします。

２．「地区ロータリー財団セミナー」
開催予定日：２０１９年７月２０日（土）１３：００～

於：福島県農業総合センター
・「地区補助金受取人情報書式」～年度が替わり

変更のある場合、セミナー終了後至急提出願
います。

３．「地区補助金の申請」には、「補助金管理セミ
ナーへの出席」と「覚書（MOU）の提出」が
必須。

・「補助金管理セミナー」
開催予定日：２０１９年１１月１０日（日）１３：００～

於：郡山ユラックス熱海
・「覚書（MOU）」の提出期限は、２０２０年１月末日。
・申請書の提出の際にも、事前に「財団委員長
と補助金委員長」にメールでチェックを受け、
出来上がった地区補助金申請書を「ガバナー
事務所」に提出する。
この期限が、２０２０年３月末日。

４．「地区補助金報告書の提出」は、提出期限を厳
守いただきたい。
事前に「財団委員長と補助金委員長」にメー
ルでチェックを受け、出来上がったファイル
を「ガバナー事務所」に提出ください。
この期限が、２０２０年５月２０日。
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５．「地区提唱の奨学金（２５３０地区奨学金）」と
「グローバル補助金による奨学金（ロータリー
奨学金）」と「平和フェローシップ」による奨

学生募集について
・地区ガバナーのホームページのダウンロード
に「募集要項など」を掲載する。

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）

（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学友としてまとめ
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、ロータリーの活動の活性化に努め
る。

（活動内容）
１ ロータリー財団委員会と協力し、三種類の奨学
金の制度（①地区補助金奨学生、②グローバル
補助金奨学生、③平和フェローシップについて）
啓蒙し募集を行う。選考試験についてもロータ
リー財団委員会と協力して行い、奨学生派遣の
準備を支援する。（募集要項は、各クラブにメー

ルで送信し、地区のホームぺージに掲載、県内
の高等学校、および大学へ資料を送付する）

２ ８月３１日の「社会奉仕・国際奉仕委員会」「学友
・平和フェローシップ委員会」「青少年交換委員
会」「米山記念奨学会委員会」合同セミナーで、
２名の学友のスピーチ、および演奏（長谷川広美
さん、フルート）について準備する。できれば、
インターアクト、ローターアクト、ライラのOB
・OGの参加も奨励したい。

３ １０月２６日、２７日の地区大会における学友の演奏
会を企画運営する。
１０月２６日、RI 会長代理歓迎晩餐会において、富
山律子さん（ピアノ、２５３０地区学友）と平澤仁
さん（バイオリン、２７８０地区学友、元東京フィ
ルハーモニー交響楽団コンサートマスター）の
演奏会。
１０月２７日、地区大会において、２５３０地区の学友
３名、富山律子さん（ピアノ）長谷川広美さん（フ
ルート）、梁取里さん（声楽）の演奏会。

４ 国際基督教大学ロータリー平和フェローセンタ
ーで行われる年次セミナーに参加し、平和フェ
ローシップの現状について情報収集を行い、平
和フェローシップの候補者の発掘に努める。

５ 日本ロータリー学友会と連携し、全国、世界の
学友会との交流、情報交換を行う。

地区ロータリー財団委員会関係予定表
予定日 行事予定 場 所 その他（注意事項など）

２０１９ ７月２０日 地区ロータリー
財団セミナー

福島県農業総合センター
（１３：３０開始）

出席対象者：クラブ財団委員長ほか

１１月１０日 補助金管理セミナー 郡山ユラックス熱海
（１３：００開始）

出席対象者：クラブ財団委員長・補助金担
当者ほか
※欠席の場合は次年度の補助金申請ができ
ません

２０２０ １月３１日
〆切

覚書（MOU）の提出 ガバナー事務所へ
（原本送付）

※補助金管理セミナーに出席後、すぐに受
付開始

３月３１日
〆切

地区補助金申請書の
提出

ガバナー事務所へ
（原本送付）

事前に財団委員長・補助金委員長に
メールで控えのデータ（一式）を送る

５月２０日
〆切

地区補助金報告書の
提出

ガバナー事務所へ
（原本送付）

※プロジェクト終了後すぐにご提出される
ことをお勧めします

事前に財団委員長・補助金委員長に
メールで控えのデータ（一式）を送る
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米山記念奨学会委員会
委員長 藤田 弘美
（郡山アーバンRC）

将来、日本と世界を結ぶ「懸け
橋」となって国際社会で活躍し、
ロータリー運動の良き理解者とな
る人材を育成することです。これ

は、ロータリーの目指す“平和と国際理解の推進”
そのものです。これが、米山記念奨学会事業の使命
です。故・米山梅吉翁は生前、日清戦争、日露戦争、
第二次世界大戦を経験しました。この戦争の悲劇を
二度と繰り返さないために、一人でも多くの留学生
を日本に迎い入れて、平和日本を肌で感じてもらい
たい。との願いから始まった、日本独自の委員会で
す。そして、奨学生に、カウンセラーがついて、多
様な面から奨学生をお世話する制度もロータリー米
山事業の特徴といえるでしょう。そのことを、ロー
タリアンに再度認識していただくために、奨学生に
よる卓話を推進し、米山奨学事業の意義をさらに深

めて頂きたく思います。
また、この事業は、皆様からの寄付だけで成り

立っているので、普通寄付金５，０００円と特別寄付金の
１０，０００円以上をお願いするところでございます。寄
付金は税制上の優遇措置が受けられます。
地区内ロータリアンに米山記念奨学事業のすばら

しさを伝える。をテーマに、推進委員会、学友委員
会、選考委員会と連携をとりあい、下記のスケジュ
ールで実施してまいります。

２０１９年 ７月２０日 奨学生卓話研修会
８月３１日 米山記念奨学会委員会セミナ

ー、終了式
９月７日～８日 米山梅吉記念館旅行
９月２９日 カウンセラー研修会
１０月 米山月間 奨学生卓話
１１月２３日 面接官オリエンテーション
１２月１５日 面接試験

２０２０年 １月 世話クラブ、カウンセラー選定
２月２９日 終了式
４月２５日 歓迎オリエンテーション

２２００１１９９‐‐２２００年年度度 第第１１回回危危機機管管理理委委員員会会委委員員長長会会議議にに出出席席ししてて
第２５３０地区 危機管理委員会

委員長 平井 義郎
７月７日、東京品川のAP品川ビ
ルで危機管理委員会委員長会議が
開催されました。
この会議は、RIJYEM理事会、

全国青少年交換委員長会議と併せての同日開催で
した。
青少年交換を主体として、全ての青少年プログ
ラムに対して、地区の危機管理体制を整えていく
ための説明がされました。
近藤真道ADは、青少年に事故が起きないよう、
そして不幸な目に遭わせないようにするために地
区としてどのように対応するかがその目的であり、
今までは大丈夫だったから、或いは上から目線で
締め付けるといった考えは理解できないことでは
ないが、時代の流れの中で、RI、そして地区もこの
ような事故を未然に防ぐために対応して行くこと
が大事なことだと説明がありました。
また、IACや青少年交換留学生が海外へ行く際、
保険適用がされないなどの事態が起きないように
書類による届け出での義務化と遵守、それらの利

用の注意の説明がありました。
この届け出ではIACに対して

初めてとなることから、今後分
かりやすく、使いやすくしてい
くとのことでした。
地区の危機管理委員会には第

三者、特に、警察関係のOBや
新聞社の方などに参加して頂
き、地区の組織としては青少年
に関する大委員会の委員長は危機管理委員長が兼
務するなど、万一事故が発生した場合に備えた組
織体制をつくることも良い方法の一つであるなど
の話がありました。
今後地区では、青少年関連に携わる委員に対し

ての勉強会、そ
してクラブ会
長、青少年奉仕
委員会委員長に
対するセミナー
を開催する必要
があると感じま
した。
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２０１９学年度米山記念奨学生紹介

氏 名：マイ ホアン ドゥック
大 学：会津大学１年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：会津若松RC
カウンセラー：小松崎貞則

氏 名：チンナラットウォラチョテ，アイリンラダー
大 学：東日本国際大学４年
国 籍：タイ
世話クラブ：いわき小名浜RC
カウンセラー：志賀 利彦

氏 名：グェン ティ タン，ニャン
大 学：国際ビジネス公務員大学校２年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：郡山アーバンRC
カウンセラー：向山 良作

氏 名：ヨン サンディー コ
大 学：国際情報工科自動車大学校２年
国 籍：ミャンマー
世話クラブ：郡山南RC
カウンセラー：本田 哲夫

氏 名：王 新育（オウ シンイク）
大 学：福島大学２年
国 籍：中国
世話クラブ：原町中央RC
カウンセラー：佐々木英夫

氏 名：楊 入聖（ヨウ ニュウセイ）
大 学：福島大学４年
国 籍：中国
世話クラブ：二本松あだたらRC
カウンセラー：柳沼 英雄

氏 名：邸 晶晶（テイ ショウショウ）
大 学：福島大学２年
国 籍：中国
世話クラブ：福島南RC
カウンセラー：鈴木 洋子

氏 名：スレスタ，ササンカ
大 学：会津大学２年
国 籍：ネパール
世話クラブ：喜多方RC
カウンセラー：鈴木 朝男

氏 名：テッ テッ ティリ チョ
大 学：東日本国際大学３年
国 籍：ミャンマー
世話クラブ：いわき平中央RC
カウンセラー：細川 徹

氏 名：ライ，ジーバン
大 学：国際情報工科自動車大学校３年
国 籍：ネパール
世話クラブ：郡山北RC
カウンセラー：吉田 喜一

氏 名：金 鑫（キン シン）
大 学：日本大学２年
国 籍：中国
世話クラブ：須賀川RC
カウンセラー：吉田 大二

氏 名：チッ チッ ウェー
大 学：国際情報工科自動車大学校３年
国 籍：ミャンマー
世話クラブ：二本松RC
カウンセラー：野地トヨ子

氏 名：ヴー バン フー
大 学：福島大学３年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：福島２１RC
カウンセラー：氏家 健

氏 名：オグボド，マーク イケチュク
大 学：会津大学大学院１年
国 籍：ナイジェリア
世話クラブ：喜多方中央RC
カウンセラー：星 宏一
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氏 名：プリ，ビピ
大 学：東日本国際大学４年
国 籍：ネパール
世話クラブ：いわき平RC
カウンセラー：大久保健蔵

氏 名：プン，ティカ
大 学：東日本国際大学４年
国 籍：ネパール
世話クラブ：いわき内郷RC
カウンセラー：林 義功

氏 名：王 鈺（ワン ユー）
大 学：会津大学３年
国 籍：中国
世話クラブ：会津若松西RC
カウンセラー：齋藤 純一

氏 名：唐 嘉序（トウ カジョ）
大 学：日本大学４年
国 籍：中国
世話クラブ：白河RC
カウンセラー：佐藤 厚潮

氏 名：ヴォ ティ テュ ハー
大 学：福島大学４年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：福島RC
カウンセラー：相良 元章

氏 名：朴 相俊（パク サンジュン）
大 学：東日本国際大学４年
国 籍：韓国
世話クラブ：いわき勿来RC
カウンセラー：鈴木 雅之

氏 名：グエン ヴァン タン
大 学：会津大学２年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：会津若松RC
カウンセラー：阿部 進

氏 名：ヘラト ムディアンセラゲ，イスル
ニハタマーナ ジャイヤラトナ

大 学：会津大学３年
国 籍：スリランカ
世話クラブ：田島RC
カウンセラー：渡部 憲一

氏 名：レー クァン ダット
大 学：福島大学４年
国 籍：ベトナム
世話クラブ：飯坂RC
カウンセラー：佐藤喜市郎

氏 名：劉 文華（リュウ ウェンファ）
大 学：福島大学２年
国 籍：中国
世話クラブ：福島中央RC
カウンセラー：今野 朗

ロータリー情報委員会コラム 第１回

ロータリー情報≒ROTARY Information
実は私にとって、「ロータリー情報」という言

葉はどうもピンと来ない言葉です。
米国での本来の言葉ROTARY Informationを和

訳したものでしょうか。ロータリー情報委員会
は、会員増強委員会の一部門として設置されるこ
とが多いようです。

ロータリー情報委員会の使命は
このロータリー情報委員会は単にロータリーに

関するニュースをお知らせするだけではありませ
ん。ロータリーに関する知識やご案内を、クラブ
や会員に提供することを通して、会員の数的
「増」と質的「強」（クラブの活性化、会員の参加
意欲向上）に貢献することと考えています。

クラブのためにお役に立ちます
そこで当委員会は
①RI、他地区、規則・手続委員会、地区研修委員会その他
各委員会よりロータリーに関する最新情報を適時に入手
し、各クラブ等へ提供
②RIコーディネーターやMyROTARYによるリソースを紹介
③衛星クラブ活用の研究と広報
を柱に活動してまいります。
月信内にコラム
以上３点を主題に、２０１９規定審議会の解釈などを加えなが
ら、ガバナー月信の紙面をお借りしてコラムの形で１年間 in-
formation してまいります。皆様のクラブの「増」と「強」に
お役に立てれば幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
何なりとお申し付けください。

文責 ２５３０地区ロータリー情報委員会 渡辺英人（保原RC）
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■RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅢ
日時：８月１１日（日）９：００登録 ９：３０開会

１７：００閉会予定
会場：郡山ユラックス熱海

■青少年奉仕委員会セミナー
日時：８月２４日（土）１３：００登録 １３：３０開会

１６：３０閉会予定
会場：南東北総合卸センター

■県北第二分区ＩＭ
日時：８月２６日（月）１３：３０登録 １４：００開会
会場：ウェディングエルティ

■社会・国際奉仕委員会、学友・平和フェローシップ委員
会、米山記念奨学会委員会、青少年交換委員会 合同セ
ミナー
日時：８月３１日（土）１０：００登録 １０：３０開会

１５：３０閉会予定
会場：ホテル華の湯

■公共イメージ・ＩＴ委員会セミナー
日時：８月３１日（土）１２：３０登録 １３：００開会

１６：００閉会予定
日時：ホテル華の湯

今月の表紙紹介

梅雨明けの青空と眼下に雲海が広がる磐梯山・猪苗代湖を撮影しました（撮影は、規制に伴
う通行止め前の２０１８年７月）。
もう少しで梅雨も明け、新緑のつややかな緑あふれる磐梯吾妻スカイラインを走りながら、

「ふくしまの夏」を感じ取れたらと思います。
（撮影：福島しんたつRC 池田卓也会員）

ホストクラブ 福島中央ロータリークラブ 実行委員長：斎藤高紀 副実行委員長：熊坂友好、梅津寿光、本間正一郎 大会幹事：佐藤龍史

コ・ホストクラブ 福島ロータリークラブ、二本松ロータリークラブ、福島南ロータリークラブ、福島西ロータリークラブ、
二本松あだたらロータリークラブ、福島２１ロータリークラブ

ガバナー 芳 賀 裕
２０１９‐２０年度マーク・ダニエル・マローニー国際ロー
タリー会長は、ROTARY CONNECTS THE WORLD
「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマに掲げられまし
た。ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛

大な人々が手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いていこ
う、と呼びかけておられます。
当地区では、今年度、ロータリーの礎は「つながり」との考えに立
ち、地区活動目標の中に、「人々が手を取り合うのを促そう」「行動し
よう」を据え、各クラブに積極的な活動をお願いいたしております。
この地区大会へ参加されることにより、新しい出会いや発見を体験
し、私たちの奉仕活動が、同じ価値観を共有し、より良い世界のため
に行動したいと願う人々の結びつきをもたらすことに気づく有意義な
機会となり、さらなる「つながり」を深め、今後の当地区のロータリ
ー活動の益々の飛躍につながることを期待いたしております。

９月は「基本的教育と識字率の向上」月間です。
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第１日 1100月月2266日日（（土土））
会会場場：：ククーーララククーーリリアアンンテテ

●●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

第第２２６６５５００地地区区パパスストトガガババナナーー
刀刀 根根 荘荘兵兵衛衛 氏氏

米米山山記記念念奨奨学学会会 選選考考・・学学務務委委員員
翻翻訳訳委委員員会会事事務務局局
RRIIJJYYEEMM理理事事
RRLLII 日日本本支支部部カカリリキキュュララムム委委員員長長
㈱㈱塩塩荘荘代代表表取取締締役役社社長長

●●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 1100月月2277日日（（日日））
会会場場：：パパルルセセいいいいざざかか

●●大大会会本本会会議議
●●記記念念講講演演 「「夢夢のの実実現現 ～～２２００２２００東東京京五五輪輪でで輝輝くく！！～～」」

宇宇津津木木 妙妙 子子 氏氏
元元日日本本代代表表女女子子ソソフフトトボボーールル監監督督
現現日日本本ソソフフトトボボーールル協協会会副副会会長長
世世界界ソソフフトトボボーールル連連盟盟理理事事

●●大大懇懇親親会会 会会場場：：摺摺上上亭亭大大鳥鳥
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