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菅野 浩司会員 ２ｓ 本日は年次総会です。宜しくお願いいたします。 
丹野純子事務局 ２ｓ 足の負傷によりご迷惑をおかけいたしました。おかげ様で大分よくなりました。 
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第20回 [ 3028 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１２月１０日（木） 
                    出席委員会報告 

 

年 次 総 会 
 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             

 
◆ロータリーソング 〔我らの生業〕            
 
◆四つのテスト 西山友幸 職業奉仕委員長 
 
◆お客様紹介  

❁2020（令和２年度）学年ロータリー米山記念奨学生 李 岳（リ ガク）さん 
 

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 12月 16日 吾妻 一夫 会員 
∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ 12月 16日 佐藤喜市郎 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◆会長の時間 

先週行われました理事会のご報告からさせていただきます。 

指名委員会に基づきまして、２０２１－２２年度の役員・理事 

選出案が提出され、理事会において全会一致で承認されましたので、本日、この後の年次

総会にて、ご報告させていただきます。それから、１月に行われる福島北高等学校の出前

教室の日程と講師について、西山職業奉仕委員長よりご報告があり、１月１３日に決定い

たしました。来週は今年最後の例会となります。このコロナ禍の中ですので、通常例会と

なり、チャリティー例会とさせていただきます。次に、１２月５日に開催されました第一

分区第二分区合同の新会員オリエンテーションについてご報告をさせていただきます。セ

ミナーでは、芳賀直前ガバナーの「ロータリーの扉を開く」というテーマの講義で始まり、安斎次期ガバナー補佐

からも「若き米山梅吉とその時代背景」と題したスピーチがありました。また、参加クラブから代表して総勢１０

名の新会員からスピーチがあり、当クラブからは渡邊哲也会員がスピーチをいたしました。彼は福島民報社時代に

浪江ロータリークラブに所属しており、また、お父様が川俣ロータリークラブの会員さんでもあります。川俣ロー

タリークラブでは、ロータリー杯という野球大会を開催しており、彼は小さい頃から、そこで優勝することに憧れ

てきたという話をされて、そこでロータリーに対する公共イメージというのが、彼にとって培われてきたというお

話をされておりました。また、毎週例会を楽しみにしており、例会や懇親会等で皆さんと色々なお話をするのが本

当に楽しみですというお話でした。素晴らしいスピーチでした。今後は、年末年始にかけてのイベントの開催な

ど、市内のコロナ感染の急増という緊迫した状況になっておりますので、急遽中止の可能性も高くなっておりま

す。その際には、速やかに皆さんにご連絡をさせていただきますので、何卒ご容赦いただければと思います。 

 

 

 

 

 
 
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．来 信  

  ❶ロータリー米山記念奨学会より 「2020-21 年度特別寄付金明細書」 阿部弥生 会員 第 1 回米山功労者感謝状 
Ｃ．メーキャップ報告  

12/5 県北第一・第二分区合同新会員オリエンテーション 菅野浩司、斎藤孝裕、村上裕司、安斎忠作、渡邊哲也 各会員  
◆スマイリングＢＯＸ 中野哲郎 委員長 【合計１５ｓ】 

高田 薫 会員 ５ｓ 今年最後の例会出席となります。皆様一年大変お世話になりました。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。 
斎藤 孝裕会員 ３ｓ 本日の総会、出席ありがとうございます。 

あ 紺野 容樹会員 ３ｓ 妻へすてきなお花ありがとうございました。 

会員総数 39 名  

出席会員 31 名  

欠席会員 18 名 

出席率  79.49% 
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  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 

 

【李岳さん 近況報告】 私は、福島大学で生物工学を学んでおります。先週を持ちまして、大学で
の実験が終わって、これからは卒業論文を書く時期に入ります。これから、だんだん忙しくなると思
いますが、頑張っていきたいと思います。来週の日曜日と明後日、ロータリーの奨学金申請を行いま
したので、面接を受けに行きます。これからの 1 年間、学んだ知識やロータリーの感想などを、そ
の場で報告したいと思っておりますので、皆さんも是非応援して下さい。ありがとうございます。 

 
 

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 

１２月は 
疾病予防と治療月間 



 

 年次総会  
❂会 長 村上裕司 会員 次年度、来年の 7月から 1年間、会長ということで、
新たにまた勉強をさせていただきます。何分、勉強不足な部分、まだまだわからない
部分がありますが、諸先輩方にご指導いただきながら、一生懸命頑張ってまいりま
すので、宜しくお願いいたします。  
❂会長エレクト 石川邦俊 会員 千葉会員からご推薦をいただきまして、再来
年にはなりますが、菅野会長、次期の村上会長を見習い、皆さんのご協力を得なが
ら、飯坂ロータリーの楽しい事や勉強する事を、一緒にやってまいりたいと思いま
す。頑張りますので、宜しくお願いいたします。  
❂副会長 斎藤孝裕 会員 次年度は副会長ということで、村上会長、石川会長エ
レクトを支えながら、頑張ってまいります。本年度は、何かと表に出る機会が多く、
色々と学ばせていただきました。次年度も一生懸命、ロータリーについて学びなが
ら、会員として頑張ってまいりますので、宜しくお願いいたします。  
❂幹 事 生田目正志 会員 大変な役職をいただきまして、能力も経験もないで
すが、この飯坂ロータリークラブの例会を楽しく進めていけますように、村上会長を盛り立てて、一生懸命頑張り
たいと思います。皆様のご協力のほどお願いいたします。  
❂会 計 長谷部弘 会員 今年度に引き続き、会計２年目に突入いたしまして、伝票の方はだいぶ見方が慣れ
てきた部分もありますが、いつも丹野さんにお願いをしまして、こまめに伝票の方を出していただいております。
厳正な会計に引き続き努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。  
❂Ｓ・Ａ・Ａ 服部裕一 会員 今年度に続きまして、来年度も村上・生田目年度にＳ・Ａ・Ａいう職を預かり
ました。Ｓ・Ａ・Ａの要、応援団である親睦委員長が吾妻会員なので、コロナ収束後の活動が活発になる分、吾妻
会員にも頑張っていただかなくてはならないと思っております。どうぞ皆様のご協力、宜しくお願いいたします。  
❂副幹事 紺野容樹 会員 今年度の斎藤幹事、次年度の生田目幹事の仕事ぶりを見つつ、勉強させていただき
ながら、石川会長年度をサポートできるように、1年間勉強させていただきます。また、楽しい例会に参加させて
いただきながら、盛り上げてまいりますので、来年度も宜しくお願いいたします。  
❂職業奉仕委員長 鈴木牧子 会員 この大役を仰せつかりました理由は、私が県のがん対策の方で、県に出向
することが多く、今、北高の校長先生が高校の公聴会の会長に就任されており、お会いする機会が多いからです。
出来る限りの事で、皆さんのご協力を得ながら務めたいと思います。宜しくお願いいたします。  
❂社会奉仕委員長 西山友幸 会員 今年度は職業奉仕委員長と務めましたが、コロナの影響で本来の計画が
できなくなり、来年１月１３日の北高への出前授業は、唯一、ロータリーの事業として参加したいと思います。来
年も、皆々様のご協力を仰ぎながら運営したいと思います。宜しくお願いいたします。  
❂国際奉仕委員会 渡辺達也 会員 メインイベントは、八幡神社の国際交流フェスティバルだと思いますの
で、コロナが終息して、開催できればと願っております。盛大に盛り上げたいと思いますので、その際はご指導ご
協力をお願いいたします。そして、現紺野国際奉仕委員長には、来年一緒にやっていただく予定です。宜しくお願
いいたします。  
❂青少年奉仕委員会 伊堂里佳 会員 次年度、青少年委員長という素晴らしい役をやらせていただくことに
なりました。不安だらけですが、良い機会をいただきましたので、是非チャレンジしたいと思います。先輩方に教
えていただきながら、一生懸命頑張りたいと思いますので、宜しくお願いいたします。  
❂親睦活動小委員長 吾妻一夫 会員 次年度は、心にブレーキ、口に絆創膏を貼って、全て、村上会長さんと
生田目幹事さんの指示を仰ぎながら、また、親睦委員長経験者の皆様方のご指導をいただいて、精一杯、皆さんを
盛り上げて楽しんでいきたいと思います。マグロは注文しておきました！宜しくお願いします。  
❂活性化特別委員会（時限）鈴木義明 会員 活性化特別委員会と言う聞き慣れない委員会ですが、委員長を
仰せつかった以上は、まず、会長、幹事の指示をいただきながら、一生懸命、自分も会も活性化していきたいと思
いますので、宜しくお願いいたします。  
❂会計監査 堀切孝敏 会員 前回の挨拶でも長谷部会計さんと丹野さんにお礼を申し上げたと思いますが、一
つは皆さんのご協力を得て、会費、その他、納入金については、期日までにきちんと納めていただきますと事務処
理がスムーズに行えますので、その点を重ねてお願いしたいと思います。またお世話になります。  
❂会計監査 小笠原尚史 会員 引き続きまして、会計監査ということで、頑張りますので宜しくお願いいたし
ます。細々とした事は、堀切会員にお任せをして、何とか堀切会員の後について、頑張っていきたいと思います。
宜しくお願いいたします。  
❂県北第二分区ガバナー補佐 安斎忠作 会員 次期ガバナー補佐という、夢にも思っていなかった役が回っ
てきました。分区の仕事を請け負うということになれば、分区の事業が色々あると思います。会員の皆様方のご協
力をいただきながら、来年 1年進めていきたいと思いますので、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。  
❂県北第二分区幹事 佐藤真也 会員 まだ、地区として正式決定はしておりませんので、あくまでも予定とい
うことで、ご了承いただきたいと思います。実は私は、分区幹事２回目になります。前回、佐藤喜市郎パストガバ
ナー補佐の時に、分区幹事を仰せつかりました。その年は、クラブ幹事をやっている年でしたので、クラブ幹事と
分区幹事を兼務しました。当時は吾妻地区幹事に大変サポートしていただきまして、何とか役目を果たしました。
今回は分区幹事に専念をして、次期安斎ガバナー補佐をお支えして、分区の皆様のために仕事をしていきたいと思
っておりますので、宜しくお願いいたします。  
❂県北第二分区幹事 菅野浩司 会員 次年度は当然ながら、直前会長ということと、当クラブから第二分区の
ガバナー補佐を輩出いたしますので、微力ながら、分区幹事という大役を仰せつかる予定になりました。また、今
日は年次総会ということで、次年度の役員理事の方、満場一致でご承認にいただきましたので、やっと私の肩の荷
も半分降りたかなという心境です。次年度も、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。                               

 ◆閉会点鐘  会長 

〇2021-2022年度役員・理事〇 
会 長      村上裕司会員 
会長エレクト   石川邦俊会員 
副会長      斎藤孝裕会員 
幹 事     生田目正志会員 
会 計      長谷部弘会員 
Ｓ・Ａ・Ａ    服部裕一会員 
副幹事      紺野容樹会員 
職業奉仕委員長  鈴木牧子会員 
社会奉仕委員長  西山友幸会員 
国際奉仕委員長  渡辺達也会員 
青少年奉仕委員長 伊堂里佳会員 
親睦活動小委員長 吾妻一夫会員 
直前会長     菅野浩司会員 
直前幹事     斎藤孝裕会員 
活性化特別委員長 鈴木義明会員 
会計監査     堀切孝敏会員 
会計監査    小笠原尚史会員 
 

 

 


