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第 11回 [ 3019 ]回目 例会報告  令和２年 (2020） １０月 ８日 （木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔我等の生業〕            
 
◆四つのテスト 秋葉一彦 職業奉仕委員  

◆お客様紹介  

❁国際ロータリー第 2530地区公共イメージ・ＩＴ委員会 委員長 相良元章 様 福島ＲＣ【職業分類：液化ガス供給】 
❁2020(令和 2年)学年ロータリー米山記念奨学生 李 岳（リガク）さん 

 
【 10月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１０月 １２日 渡邊由美子様（哲也会員）      １０月 １４日 鈴木典子様（正美会員） 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◆会長の時間 

 本日は、地区より公共イメージ・ＩＴ委員会の相良委員長をお迎えしての例会となりま
す。相良委員長には後ほどお話いただきますので宜しくお願いいたします。さて、コロナ禍
の中、まだまだステイホームという方に、今日はある映画をご紹介させていただきます。私
の大好きな映画「キャッチ・ミー イフ・ユー・キャン」です。この映画は、監督がスピル
バーグで、主演は詐欺師役のレオナルド・ディカプリオ、それを追うＦＢＩ捜査官がトム・
ハンクスという豪華キャスティングの映画なのです。実在した天才少年詐欺師（フランク・
アバグネイル・Ｊｒ）が、捕まるまで４００万ドル（約４憶円）を詐欺で稼いだというお話
です。この映画にはロータリークラブが関係して出てきます。冒頭、例会シーンがあり、デ
ィカプリオのお父さんが会員なのですが、その例会で表彰され、スピーチします。その後、

お父さんは「四つのテスト」の「真実かどうか」に背き、脱税行為を行い、国税局から処罰され、事業が傾いてい
きます。親の離婚をキッカケに主人公が詐欺の道へ進んでいくというお話です。入会後に再度この映画を見て、
「あ、ロータリーの例会だ！」と気が付きました。コロナ禍のステイホームで、この映画を見て、ご紹介しようと
思ったわけです。映画の中にロータリークラブが出てきますが、公共イメージの向上につながるかどうかはわかり
ません、ということで本日の会長の時間とさせていただきます。最後に、ポリオ根絶のために理事会で承認をいた
だきまして、クリアファイル５００枚を購入いたしました。皆様には１０枚ずつ、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」１０月号 「ガバナー月信｣１０月号 №4 

 Ｂ．来 信 
  ❶国際ロータリー日本事務局より               ❹川俣ロータリークラブより 

「１０月のロータリーレートの知らせ」            「県北第二分区合同（川俣・飯坂）例会の案内」 
 １ドル １０５円（現行 １０６円）             と き １１月４日（水）ＰＭ６：００～ 

❷ガバナー 石黒秀司 氏より          ところ ニュー新川 
 「2020-21 年度米山記念奨学生による体験発表会のご案内」  ❺県北第二分区ガバナー補佐 佐久間弘行 氏より 

と き １１月８日（日）ＰＭ２：００～          「県北第二分区第２回会長・幹事会の案内」 
  ところ 郡山市立中央公民館        と き １０月１０日（土）ＰＭ５：３０～ 
❸県北第一、第二分分区 ガバナー補佐より               ところ ウェディングエルティ 
「分区合同新会員オリエンテーション開催変更のお知らせ」  ❻ロータリー米山記念奨学会より 

  と き １２月５日（土）ＰＭ２：３０～          「１０月米山月間資料」 
  ところ クーラクーリアンテ 

Ｃ．メーキャップ報告 
９／２６  地区職業奉仕委員会セミナー    菅野浩司、斎藤孝裕、佐藤喜市郎、西山友幸、阿部弥生 各会員 

会員総数 39 名  

出席会員 33 名  

欠席会員  6 名 

出席率  84.62% 

  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   石 黒 秀 司 

ガバナー補佐  佐久間 弘 行 

会   長     菅 野 浩 司 

幹   事     斎 藤 孝 裕 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「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.みんなのためになるかどうか 

 

【近況報告 李岳君】 本日、奨学金をいただいて本
当にありがとうございます。米山さんのおかげで今は研究
ができて、福島大学の大学院に合格いたしました。これか
らも引き続き頑張りたいと思います。これからコロナ緩和に
なり、段々活動できると思いますが、その活動に、これから
もっと参加したいと思っております。宜しくお願いします。 
 奨学金の贈呈 

米山月間・ロータリー学友参加推進週間 

地区重点活動目標 
１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。 
２．会員増強目標 
３．福島職業宣言成
文化 

４．青少年ショート
交換事業実施へ
の研究 

5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化 

6.ロータリー賞へ
の挑戦 

7.ロータリー財団
への理解と活用 

8.米山記念奨学会
への協力 

１０月は地域社会の 
経済発展月間 

【前奨学生ダット君近況報告 】  
先週、秋山精鋼の正社員に１

０月１日で拝命したと連絡があり
ました。将来的には日本とベトナ
ムの懸け橋になりたいと言っており
ました。以上、ご報告いたします。 

（佐藤喜市郎会員） 

 
 



◆地区職業奉仕委員会セミナーの報告 西山友幸 委員長 

先月、地区職業奉仕委員会セミナーが行われました。内容は、職業奉仕委員会初瀬委員長よりご講演がありまし
て、『職業奉仕は未来への挑戦で、信念であり、革新である。真っ直ぐな道は迷わない』というような演題でお話
しをしていただきました。その時に、ロータリー情報ハンドブックをいただきました。これは会長のお手元にござ
いますので、興味のある方は是非ご覧下さい。ありがとうございました。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員 【合計３９ｓ】 
福島ＲＣ 相良元章 様 2,000円 本日は卓話頑張ります。宜しくお願い申し上げます。 
佐藤喜市郎会員 ５ｓ 地区公共イメージ・ＩＴ委員長相良元章様、米山奨学生李岳君をお迎えして 
鈴木 義明会員 ５ｓ 妻の誕生日に花を頂き有難度うご座居ました。又、欠席おわび 
菅野 浩司会員 ３ｓ 公共イメージ・ＩＴ委員会の相良委員長をお迎えして 
斎藤 孝裕会員 ３ｓ 相良様、本日はゲストスピーチありがとうございます。 
佐藤 真也会員 ３ｓ 地区公共イメージ・ＩＴ委員長相良元章様をお迎えして 

 １０月２４日は世界ポリオデーです！根絶活動にご協力宜しくお願いいたします。 
村上 裕司会員 ３ｓ 本日は相良委員長、宜しくお願いします。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 相良元章様をお迎えして 
鈴木 牧子会員 ３ｓ 相良元章様をお迎えして 
千葉 政行会員 ２ｓ 公共イメージ・ＩＴ委員長相良元章委員長をお迎えして ご指導宜しくお願いいたします。 
中島 定宏会員 ２ｓ 相良様をお迎えして 
西條 博之会員 ２ｓ 相良元章様をお迎えして 
堀切 孝敏会員 １ｓ 前回欠席おわび 
阿部 弥生会員 １ｓ 本日も宜しくお願いします。 
渡辺 哲也会員 １ｓ 県議会出席のため、欠席が続き申し訳ありませんでした。   

◆ゲストスピーチ  国際ロータリー第２５３０地区公共イメージ・ＩＴ委員会 委員長 相良元章 様 

本日は卓話にお呼びいただきまして、誠にありがとうございます。また、歓迎のメッセ
ージをたくさんいただきまして、本当に嬉しく思っております。この飯坂クラブは私にと
って実家のような存在で、ご承知の通り、皆様にお世話になりながら、商売の方をさせて
いただいている大切な地域です。また、過日弊社の篠木相談役の葬儀の際には、飯坂クラ
ブの皆様方には、たくさんのご協力、また、ご厚志をいただきましてありがとうございま
す。高い所からではございますが、改めまして御礼を申し上げたいと思います。ありがと
うございました。また、福島クラブ７０周年記念式典が来年３月２７日にございます。皆
様に来ていただいて、一緒にお祝いできればと思っております。宜しくお願いいたします。 

 私共の公共イメージ・ＩＴ委員会ですが、副委員長が佐藤真也さんで、大変お世話にな
っております。いつも素晴らしいアドバイスを頂戴しており、二人三脚で運営をしておるところです。今、公共イ
メージ・ＩＴ委員会では、どうやったらロータリークラブが福島の人たちに、また、世界中の人たちに知っていた
だけるのか、一生懸命活動しております。まずは今現在、ロータリーが世間の人たちに、どのように認知されてい
るのか調査をいたしました。その資料がお手元にわたっております。それに基づきまして、お話しをさせていただ
きたいと考えております。 

まずは調査の目的ですが、どのくらい福島県の人が認知しているのか、この調査を行うにあたり、昨年予備調査
として、街頭アンケート調査を行いました。県内４地区で３５０人の方から回答を得られました。やはり意外と知
られていないというところで、今回改めてアンケートいたしました。今回の母数は２０００人です。インターネッ
トでアンケートを取りました。設問数は８問です。まずは性別ですが、半々くらいで、やや男性が多いという状態
でした。年齢は４０代５０代の方が非常に多いです。また、８０代以降は極端に少なく、これはインターネット調
査という性質上こうなったかなと思っております。「あなたが住む地域を教えて下さい」というところでは、これ
も人口分布に従って、ばらけている印象です。あまり偏りはありませんでした。問題はここからです。「あなたは
今までこのロゴマークを見たことがありますか？」という質問ですが、結果は１６％でした。もうちょっと頑張ら
ないといけないなと思いました。次に「あなたは今までにロータリークラブやロータリーの団体について見たり聞
いたりしたことはありますか？」という質問には、結論から言いますと結構良い結果で、あると答えた方は５５％
でした。なんとなく聞いたことがあるけれどロゴマークは見たことが無いということなのです。やはり、ロータリ
ーの活動の傍らにはロータリーのロゴマークがあるというのが大事なのだと改めて思いました。見たことや聞い
たことがある方の年齢別のグラフですが、２０代の方はあるが２９％、ないが７１％でした。それが徐々に増えて
４０代はほぼ半々でした。年齢が上がるとロータリーを知っているという方が増えて、８０代になると下がり、魚
の形のようなグラフになりました。４０代が半々ということが、会員拡大のヒントになるのかなと思います。もう
一つ、「あなたはロータリークラブを何で知りましたか？」という質問ですが、１位は知人、友人、家族でした。
２位が新聞、３位が学校、役所などの公共機関でした。４位がテレビ、５位は実際の活動を目にしたという結果で
した。残念なことに、ＨＰは１１位と最下位でした。その上がＳＮＳなどで、ソーシャルメディアが一番低いとい
う結果になっています。こうやってみますと、メディア以外の部分で知ったという方が非常に多いという結果がわ
かりました。「ロータリークラブはどんな活動をしている団体だと思いますか？」という質問では、１位が地域の
社会奉仕ボランティアが多く、会員同士の親睦交流、会員の職業を通した地域貢献と続きます。一点だけ残念だっ
たのが、疾病予防と根絶が２０００人聞いた内で１．７％、３０人しかやっているのを知りませんでした。最後に
「ロータリークラブに期待することや感じていることなどご意見をお寄せ下さい」というところでは、多かったの
が社会貢献、地域貢献、地元の活性化、地域のボランティア活動への期待の声です。こういったご意見を、色々な
クラブで一つ一つ解決に導いていけたらいいかなと思います。一つ、痛烈にあったのが、地域と私たちロータリー
が離れている印象がありました。やはり地域の方を巻き込んだ汗をかく活動が必要なのではないかと思います。も
う一つ、松﨑さんにお願いして、新聞にどれくらい掲載されているか調べていただきました。結果、２０１８－１
９年度県内で民報新聞に掲載された数は４６９ありました。そういったメディアを工夫しながら、今年は民報さ
ん、民友さんにお世話になりながら、ＱＲコード付きの広告を掲載しております。少しでも公共イメージの向上を
図れればと思っております。皆さんの資料にもＱＲコードをお付けいたしました。携帯をかざすとＨＰに飛びます 
ので、是非見ていただければと思います。 

時間となりましたので、これで終了したいと思います。本日はありがとうございました。◆閉会点鐘  会長 
                 

 


