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第13回 [ 3021 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１０月２２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 〔手に手つないで〕            
 
◆四つのテスト 西山友幸 職業奉仕委員長 

 
【 10月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１０月 ２３日 川又 麻理 様（康彦会員）       
 
∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 10月 28日 白川 敏明 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

本日も例会出席ありがとうございます。先日、福島ロータリークラブの創立７０周年記

念事業として、ジュディ・オングさんの講演会がウェディング・エルティで開催され、斎

藤幹事と一緒に参加してきました。国際ロータリーのポリオ根絶大使を務められておりま

すので、冒頭、ポリオについて、現在根絶できていない国がアフガニスタンとパキスタン

の２国のみとなっており、根絶までもう少しなのでみなさんのご協力をお願いしたいとお

話があり、また、先日亡くなられた筒美京平さんに触れ、大ヒット曲「魅せられて」にま

つわるエピソードについてもお話されました。この曲で世界のいろいろなところに連れて

行っていただいた（ギリシャのパルテノン神殿や万里の長城）話や、当時、黒柳徹子さん

と久米宏さんが司会を務めておられた「ザ・ベストテン」でのアクシデントなどの思い出話もされました。 

 今回の講演のテーマは「輝いて生きる」だったのですが、歌手、女優として多忙を極める中、毎日３時間、版画

制作のための時間をつくっているそうで「時間は作るものです」と強調されておりました。自身の版画作品をプロ

ジェクターで解説しながら紹介され、初めて製作した作品から日展で特選を受賞した作品まで、本当にすばらしい

作品でした。機会がございましたらみなさんもジュディ・オングさんの版画作品をご覧になってみてください。 

ジュディ・オングさんの非常にポジティブ思考なお話を伺うことができ、とても有意義な時間となりましたことを

ご報告させていただき、本日の会長の時間とさせていただきます。 
 
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．来 信 

  ❶ガバナー 石黒秀司 氏より         
「県内における新型コロナ感染が過去最高の状況を鑑みて（注意喚起）」 

  ❷ロータリー財団委員会より 
 「補助金管理セミナーの案内」 
 と き １１月２２日（日）１３：３０～１６：００ 

Ｂ．メーキャップ報告 
１０／１８  福島ＲＣ創立７０周年記念事業 国際ロータリーポリオ根絶大使 ジュディ・オング氏講演会 
                                       菅野浩司、斎藤孝裕 各会員 

◆スマイリングＢＯＸ 秋葉一彦 委員 【合計６４ｓ】 
石川 邦俊会員 １０ｓ 今日のスピーチ期待しないで下さい。市功労賞を頂きました。これからも頑張ります。 
菅野 浩司会員   ５ｓ 家内に素敵なお花をいただいて 本日は、石川副会長のスピーチ楽しみにしております。 
吾妻 一夫会員   ５ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしています。今朝で「米山梅吉ものがたり」読み切りました。三週間かかりました。 
大内 勝行会員   ５ｓ 前回欠席おわび 石川さんのスピーチ楽しみです。 
斎藤 孝裕会員   ３ｓ 石川さん、本日のスピーチありがとうございます。 
服部 裕一会員   ３ｓ 本日は石川会員のスピーチ、大いに期待してま～す。ガンバッて下さい。 
鈴木 正実会員   ３ｓ 妻の誕生日にステキな花束ありがとうございました。 
千葉 政行会員   ３ｓ 石川会員スピーチおおいに楽しみにしております。 
佐藤喜市郎会員   ３ｓ 石川さんスピーチ楽しみにして居ます。  安斎 忠作会員   ３ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしてます。 
鈴木 重忠会員   ３ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしています。 生田目正志会員   ３ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしています。 
渡辺 達也会員   ３ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしています。 紺野 容樹会員   ３ｓ 石川さんのスピーチ楽しみにしてました。 
村上 裕司会員   ２ｓ 石川会員スピーチ宜しくお願いします。  畠  隆章会員   ２ｓ 石川会員のスピーチ楽しみにしております。 
伊堂 里佳会員   ２ｓ 石川さんスピーチがんばって下さい。   西條 博之会員   ２ｓ 石川会員スピーチたのしみにしています。 
渡邊 哲也会員   １ｓ 石川会員のスピーチ楽しみにしています。 

 

会員総数 39 名  

出席会員 27 名  

欠席会員 12 名 

出席率  69.23% 

  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 
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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 

 

米山月間 

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 

四
つ
の
テ
ス
ト 



◆会員スピーチ   石川邦俊 会員 

 今日はスピーチということで、何を話したらよいか考えていたのですが、私の仕事は

『青果物のリサイクル』と言いますか、共選場で出た柔らかい物や形の悪い物などを、

工場を持っている会社から注文を受けて、集めて、本当の出来不出来がありますので、

そんなに儲かる会社ではありません。一番苦労したのは原発の時です。福島の物はいら

ないと言われ、かなり苦労しました。食べ物というのは口に入るものですから、なかな

か注文が来ず、震災から１０年経って、ようやく注文をいただくようになりましたが、

会社を持っているだけいいなと思っております。 

 では、どういう仕事をしているのかと言いますと、うちの先代社長は市場で商売をし

ており、私はこの仕事では二代目です。市場関係ですと、値段の上がり下がりがあるので、生産者の方が一生懸命

作っても、１割２割は良い物は出ません。それをなんとか無駄にせずに処理しようと考え、台風などで落ちた物を

なにかに再利用できないかと思い始めました。果物のリサイクル屋ということで考えていただければと思います。

それで何を作るのかというと、果物を焼酎などに各メーカーが加工します。 

 赤城乳業のガリガリ君というアイスキャンディーがあります。原発事故の時に、福島の梨でガリガリ君を作って

いたのですが、社員みんなが「社長、福島の物は売れないですよ」と言ったのですが、「今まで福島で世話になっ

てきて、福島を断ることはできない」と、「売れなくても作るしかない」と言って下さいました。皆さんもご承知

の通り、東電の原発は東京の電力をつくっています。本当は私たちには関係ないのです。あの当時、東京の方々は

一生懸命、福島を励ましてくれなくてはだめだったのです。それが、みんなダメだダメだと断られたのが現在で

す。こういう時代だからこそ、横のつながり、長くやってきた付き合いが大切だと思います。商売に対しては細く

長く付き合って、理解を求めていかなくてはならないと実感しました。 

今、コロナで大変な時期に入っていますが、今年２月３日にこういう状態の中でインドに旅行に行ってきたの

で、そのことを少しお話させていただきます。本当は行く気ではありせんでした。農協さんとの付き合いで、毎年

農協さんの旅行に行っているのですが、２月３日にはまだそんなにコロナと騒いではおりませんでした。インドで

はイスラム教とヒンドゥー教、キリスト教、シーク教、仏教のお寺がたくさんあります。世界遺産の宝庫なのです。

お寺はお城のようですし、町の中でも牛を大切にします。ヒンドゥー教では四つ足を食べないということで、町の

中にも牛や犬がたくさんおります。インドの首都はニューデリーですが、ニューデリーとデリーが道路挟んであっ

て、後から新しくできたニューデリーは官庁街で学校も立派な建物ですが、デリーの方に住んでいる人は、ひどい

格好をして道路の脇にいたりします。本当に貧富の差が激しいところです。ここからが大切なのですが、インドは

人口が１３億８千万人、中国は１４億８千万人、インドは２番目の人口数を持っている国です。そのインドでは、

働く人数が多いわけですから、これから良い国になると思います。ところが、田舎に行けばまだまだ日本の三十年

前の生活をしているわけですから、これからどうなるかです。日本はこれから人口数が下がる一方ですので、働き

手がいなくなってしまいます。 

インドは４月から６月は暑いモンスーンの季節で、ベストシーズンは１１月から３月の涼しい時です。ちょう

ど、２月でしたから良い時期でした。帰ってくる２月５日に、私の家に電話をしたら「パパ、たいへんだよ」と、

「どうしたんだ」と言ったら「ダイヤモンドプリンセス号で感染者が出て、横浜で船が停泊しているよ」と言われ

ました。私は２年前にダイヤモンドプリンセス号に乗った事があるのです。ですから中は全てわかります。皆さん

もテレビで見たと思いますが、本当にうつらないわけがないと思いました。窓もデッキも無い部屋の人が感染して

いると思います。空気も入ってきませんから、香港の人が感染したというのに、それを止めないで歩かせていたか

ら感染が広がったのです。 

 我が家は春日山教法院という法院で市内の西インター近くにある観音寺の末寺になっています。現在は息子

が住職を務めており 7代目になります。先祖では会津の照谷寺、新潟・鹿瀬村の日出谷というところでも住職をし

ています。法院では方角を見たり地鎮祭をしたりもします。檀家はほとんど持っていませんが、地元・平野の人達

からは「舘の歌川の法院様」や「平田石川の法院様」と呼ばれていて、年末には住職である息子が幣束を作り、良

い年を迎えられるように祈祷して皆さんにお渡ししています。また、毎年平野小学校の３年生が校外学習で見学に

来て仏像を見たり話を聞いたりして歴史を学んでくれています。 

わが家の御本尊は三面大黒天座像で福島市の有形文化財に指定されております。一般的に知られている大黒様

とは違うめずらしい姿をしているので不動明王と間違われて信仰されていた時代もあるようです。 

 作成年代はわかっていませんが、支倉常長によって海外から仙台・伊達家にもたらされ信仰されていたとも言わ

れています。そして、それが明治元年の神仏分離の廃仏毀釈で巷に流れ出た際、当時の住職が譲り受け 1週間かけ

人の手で運び、我が家で祀るようになったということです。時間となりました。ありがとうございました。 

                  ◆閉会点鐘   会長 

 

 

 

 

 

【 お願い 】 千葉政行 青少年奉仕委員  

私は大笹生支援学校さんの教育活動後援会に入っており、支援しております。以
前、うちの会社で子供用のマスクをコロナ最盛期の時にお届けしましたが、先生たち
がマスクをしていると、子供たちは先生の顔の表情がわからないという不安があるそう
で、飯坂ロータリークラブとして、フェイスシールド２、３百枚寄付をして、今月中に学
校に届くように、会長幹事に了解を得ました。子供たちへのマスクはうちの会社でクラ
ブに寄付をして、マスクとフェイスシールドを会長幹事に届けていただくという形で贈ら
せていただきます。ご協力、宜しくお願いいたします。 
 

民報新聞 掲載記事 


