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第45回 [ 2920 ]回目 例会報告   平成30年 (2018） ６月２１日（木）     
                    出席委員会報告 

 

ク ラ ブ 協 議 会 
 

◆開 会 点 鐘  佐藤真也 会長                             
 
◆ロ-タリｰソング 〔それでこそロータリー〕 村田安啓 会員            
 
◆四つのテストの唱和 斎藤孝裕 職業奉仕委員長 
 

◆お客様紹介 ❀国際ロータリー第 2530地区パストガバナー 大橋廣治 様 

あ❀東京御苑ロータリークラブ 矢野 哲様、安達のり子様 
 
【 ６月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます。♪♪♪ 

６月 ２６日 安斎さと子様（忠作会員）       
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長あいさつ 

本日で残すところ例会が２回となりました。本日はお忙しい中、先日の６０周年記念式典

および祝賀会にもご出席を賜りました大橋パストガバナー、また、東京御苑ロータリークラ

ブから矢野様と安達様のお二人にもゲストとしてお越しいただきまして本当にありがとうご

ざいます。昨年８月に飯坂温泉音楽祭を東京御苑ロータリークラブさんには多大なるご協力

とご支援をいただきまして開催させていただきました。その中で、今月号のロータリーの友

の友愛の広場に復興支援ということで「飯坂温泉音楽祭初開催」という御苑クラブの安達の

り子様の記事が掲載されております。ぜひ皆様読んでいただき、また今年も飯坂温泉音楽祭

に向けて、引き続きご協力のほど宜しくお願いいたします。理事会報告ですが、今年度の５月末締めの仮決算が出

まして、理事会でご承認いただきました。最後に、川崎会員が今年度を持って退会させていただきたいということ

で、先日の理事会でご報告させていただきました。大変残念ではありますが、川崎会員には６０周年に華を添えて

いただき、これからクラブと共にまだまだ歴史を刻んでいただきたかったのですが、どうしても叶わないというこ

とで、理事の皆様にご承認いただきました。最終例会にご出席になれないということで今日が最後のご出席です。

本当に残念ですが、大先輩には本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員総数 38 名  

出席会員 24 名  

欠席会員 14 名 

出席率  63.16% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   鈴 木 邦 典 

ガバナー補佐  佐 藤 吉 弘 

会   長     佐 藤 真 也 

幹   事     菅 野 浩 司 

       

 

 

週  報  
報 

言行は此れに照らしてから 

 四つのテスト   

1,  真実 か どうか 

2,  みんなに 公平か 

3, 好意と 友情を 深めるか 

4,みんなの為に なるかどうか 

 

[パストガバナー 大橋廣治様] 先日の式典が素晴らしい６０周年の式典でしたので、ぜひ感想を
申し上げたいとお邪魔をさせていただきました。小学校の１番と２番で出た方が会長幹事で、また、
コンダクターはすごいプロがおられて、記念事業の歴史本は素晴らしいですね。ある方にも欲しいと
言われました。本当に飯坂ロータリークラブさんはすごいなと改めて感動いたしました。それにして
も、まだ一回もガバナーを出していないとうことで、これだけの人材がおられ、これだけの歴史があ
りますので、ぜひ出されるべきだと思います。先ほど、御苑のお二方からご挨拶をただきました。飯
坂さんは姉妹クラブをどことも結んでいないということで、姉妹がなくては友好もありません。今
回、御苑さんとご縁をいただいたというお話を伺って、ぜひ飯坂さんもこれを機会に友好クラブをお
進めになられたらいかがでしょうか。また、女性会員のいらっしゃるクラブは違います。あるクラブ
では女性を入れないというクラブもあります。そういう意味でも飯坂さんはすばらしいクラブだと
思います。これからも素晴らしい発展をご祈念申し上げたいと思います。ありがとうございました。 
 

お客様をお迎えして 

《第 2530 地区活動目標》 
１．各クラブへのサポート強化 
２．人道的奉仕の重点化と増加 
３．ロータリー公共イメージと 

認知度の向上 
４．RI会長賞に挑戦しよう 
５．ロータリー財団への協力 
６．米山記念奨学会への協力 

[東京御苑ＲＣ会長エレクト 矢野 哲様] 皆様、こんにちは。まずは、創立６０周年おめでとう

ございます。本日お伺いしましたのは、昨年８月の音楽祭を一緒に開催させていただきまして、早

いもので一年が経とうとしております。また今年もご一緒に音楽祭を開催させていただいて、昨年

の反省を踏まえながら、また、皆様にご協力いただければと思い、本日足を運ばせていただきまし

た。皆様からのリクエストも多々あると思いますので、お話をお聞きしながら、その時にはまたた

くさんの方にご参加いただいて、大成功に収めたいと思っております。本日はお時間をいただきま

してありがとうござました。宜しくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 
 
◆幹事報告 菅野浩司 幹事 
Ａ．メーキャップ報告 
６／１２ 県北第二分区新旧会長・幹事会 佐藤真也、菅野浩司、吾妻一夫、村上裕司、篠木勝司、佐藤喜市郎 各会員 

 
◆新年度の理事会報告 吾妻一夫 会長エレクト 

理事会についてご報告いたします。例会場は今まで通り吉川屋さんにお願いいたします。会場

設営について、今年度から親睦委員会と協力しＳＡＡの指示で行うことになりました。名誉会員

の推薦はありません。認定休会も決定し、年会費については昨年同様です。主な年間行事は県北

第二分区ガバナー補佐訪問(7/12)、ガバナー公式訪問(8/30)、地区大会(11/23-24)です。分区のク

ラブの担当は新会員オリエンテーションです。ご協力をお願いいたします。また、夜間例会の会

費について、徴収する金額は今まで通り、そこに会から上乗せしてお支払いすることに決定いた

しました。喜市郎さんが担当しております薬物防止運動の募金を引き続き行いますので宜しくお願いいたします。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 佐々木 貢 会員 【合計３－２５】 
国際ロータリー第 2530地区パストガバナー 大橋廣治 様 2,000円 飯坂ＲＣを訪問して 
川崎 邦彦会員 Ｊ 短い間の会員でした。大変お世話になりありがとうございました。 
佐藤 真也会員 Ｈ 大橋パストガバナー、東京御苑ロータリークラブ会長エレクト矢野哲様、安達様をゲストにお迎えして 

妻に素敵なお花をいただきありがとうございました。 
佐藤喜市郎会員 Ｈ パストガバナー大橋廣治様、東京御苑ＲＣ矢野哲様、安達のり子様をお迎えして 
伊堂 里佳会員 Ｓ いつも皆様にお世話になりありがとうございます。堀切会長、村田幹事さんの船出を祝って 欠席おわび  

 クラブ協議会  
❂職業奉仕委員会 斎藤孝裕 委員長 計画の通りに活動できたかどうか、また、皆様にその活動をお願いできたかど
うかで申し上げますと、ロータリーを通じて社会に奉仕するという部分では、地域の活性化のためにやれることはなに
かということを考えて活動を開始できたと思っております。来年も職業奉仕委員長を仰せつかりましたので、更に勉強
を重ねて参りたいと思います。残念だったのは、福島北高校の出前講座が実現できず、私の時にストップしてしまい申
し訳ございません。来年度は実現したいと思いますので、来年も宜しくお願いいたします。  
❂社会奉仕委員会 堀切孝敏 副委員長 委員長欠席のため代わりにご報告いたします。飯坂小学校太鼓クラブへの支
援は毎年ご寄付をして参りました。エコキャップは佐藤喜市郎会員と安斎会員を中心に毎年お願いしており、今後も宜
しくお願いいたします。舘ノ山公園の美化活動協力は今回ＩＭで行いました。また、北高ボランティアクラブの支援と
出前講座、ＩＡＣの研究については、なかなか難しいのかなと、次年度は両委員長共に二年間連続ですので頑張ってい
ただきたいと思います。  
❂地域貢献・環境保全小委員会 大内勝行 委員長 それでは結果の報告をしたいと思います。地区社会奉仕委員会が

取り組んでおります猪苗代湖水草除去作業を協力いたしました。また、舘ノ山公園の環境保全の協力を５月１２日に実

施しました。エコキャップ回収の運動の継続ですが６月３０日で終了となっております。  
❂国際奉仕委員会 堀切知之 委員 年次計画の通りに八幡神社の例大祭に合わせて、国際交流フェスティバルを開催
いたしました。これはロータリーの友に掲載され、全国のロータリアンに知っていただく機会になったと思っておりま
す。また、初釜も例年通り行われ、これは飯坂ロータリークラブの顔にもなっておりますのでこれからも続けて行いた
いと思っております。１００円募金もずっと続けていきたいと思っております。無事計画通り遂行できたと思っており
ます。ありがとうございました。  
❂青少年奉仕委員会 佐藤喜市郎 副委員長 まず、今年の計画にあったのは北高での出前教室ですが、うまくいかな
かったということでできませんでした。また、飯坂小学校太鼓クラブへの多額のご寄付ありがとうございました。私は
副委員長ではありますが、太鼓クラブに非常に深く関わっておりますので今後とも宜しくお願いいたします。インター
アクトクラブについて、北高の校長先生と私もかなり突っ込んだお話をいたしました。皆さんご存知の通り、北高の定
員が少なくなってきております。少なくなると教師の人数も少なくなるということで、現状では厳しいというご返答で
実現にはなりませんでした。  
❂ロータリー財団委員会 小笠原尚史 副委員長 ロータリー財団３年目となりました。委員長欠席ですので代わりに
ご報告させていただきます。先ほど、大橋パストガバナーよりお褒めの言葉をいただきましたが、６０周年に間に合っ
た記念誌、篠木会員を中心に編集委員の皆さんご苦労様でした。なんとか補助金をいただき作ることができました。地
区からの目標のポリオプラスプログラムと年次寄付目標一人１５０ドル共に、目標をクリアしております。また、ポー
ルハリスフェロー２名、マルチプルポールハリスフェロー３名目標達成です。ご協力ありがとうございました。  
❂米山記念奨学委員会 伊堂里佳 委員長 米山記念奨学委員会の今年度の事業報告をさせていただきます。今年度も
ロータリー米山豆辞典をお配りし、ロータリー米山記念奨学事業についてご理解とご協力を得られるように活動して参
りました。普通寄付は全員が達成し、特別寄付も新たに２名の会員に本年度からご協力いただけるようになり計１６名
となっております。また、４月より米山奨学生のお世話クラブとなり佐藤喜市郎会員にカウンセラーをお願いしており
ます。今年度も米山記念奨学事業にご理解ご協力をいただきありがとうございました。  
❂戦略計画委員会 吾妻一夫 委員長 私たちはロータリークラブの戦略計画としてクラブのサポートの強化と人道的
奉仕、公共イメージの向上を掲げて頑張って参りました。その中で良かったなと思われる点は、奉仕作業の時はロータ
リージャンパーを着て目立つようにやって参りました。私個人的にもどこに行っても笑顔で喧嘩は絶対にせず、飯坂ロ
ータリークラブのイメージの向上に努めて参りました。以上でございます。     ◆閉 会 点 鐘  会長 

[川崎邦彦会員] 皆さんに温かく迎えていただき、大変意義のある時を過ごさせていただきまして心

から感謝しております。スピーチをした時に後半はないのかと言われまして、機会があったらと思っ

ていたのですが、時間的に難しかったようで、私は旅館組合や観光協会の役員をしておりましたので、

色々な流れを知っておりますから、良い点や残念だったなという点をご披露し少しでも皆さんのお役

に立てればという思いがありました。もう一つ、私は実はマジックをぜひ披露したいと思っておりま

したが機会がありませんで、誠に残念です。決して長い期間ではありませんでしたが本当にお世話に

なりました。吾妻さんには次年度一人減らして申し訳ないという思いです。色々ありがとうございま

した。 

 


