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言行はこれに照らしてから

回目

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

例会報告

令和２年 (2020） ９月 ３日（木）

出席委員会報告

「四つのテスト」

クラブ協議会~ガバナー公式訪問に向けて~
◆開会点鐘

菅野浩司

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

会長

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

39 名
29 名
10 名
74.36%

◆国歌 ◆ロータリーソング 〔奉仕の理想〕
◆四つのテスト

秋葉一彦

職業奉仕委員

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆会長の時間
本日も例会ご参加ありがとうございます。本日は大切なお知ら
せから始めたいと思います。予てより、次年度分区ガバナー補佐
を当クラブから選任するというお話をしておりましたが、先日、 篠木家より御遺志金 ３０万円
（ 故 篠木勝司会員 ）
理事会・パスト会長会を開催いたしました。そこで、現時点で経
験・実績・能力・資質など総合的に考慮させていただきまして、今回は安斎忠作会員にお
願いしたいとお伝えしたところ、ご快諾をいただき、臨時理事会でもご承認いただきまし
た。県北第二分区は８クラブありますので、飯坂ロータリークラブ全会員でサポートをし
て支え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いたします。
また、地区の公共イメージ・ＩＴ委員会が先日開催されまして、当クラブから私が出席させていただきました。
地区役員である佐藤喜市郎会員と、公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長を務めていらっしゃる佐藤真也会員もご出
席されております。そのご報告ですが、まず公共イメージ委員会からは、委員会の活動方針やロータリーの認知度
アンケート調査結果、マスコミ懇談会、ポリオデーとブランドリソースセンターについてということで、各テーマ
に基づいてご報告をいただきました。ロータリーの認知度アンケート調査結果については、調査会社に依頼をし、
インターネットのアンケートモニターに登録をしている福島県内の成人を対象として、２０００人に行った結果
ですが、
『ロータリーマークを見たことがありますか』というアンケートを取ったところ、１６％しかあると答え
た人がいませんでした。この数字には私も驚いたのですが、『ロータリーという団体について、見たり聞いたりし
たことがあるか』という問いには、５５％の方があると答えています。公共イメージ委員会でも、よりイメージア
ップする活動として、今年度から新聞に「ろーたりーってなんだろ？」とＱＲコードを掲載して、インターネット
にアクセスできるようなシステムを導入しておりますので、今後は認知度アップに期待したいと思っております。
続きまして、ＩＴ委員会からの報告があり、ＭｙＲＯＴＡＲＹの登録状況について、飯坂ロータリークラブは１０
０％ですが、これは地区でも３クラブしか達成しておりません。参加クラブの方々からも「すごいですね」と褒め
られ、非常に鼻が高かったです。これも地区副委員長の佐藤真也会員のご尽力の賜物です。また、ＭｙＲＯＴＡＲ
Ｙがリニューアルされておりますので、機会がありましたらＭｙＲＯＴＡＲＹの活用もお願いしたいと思います。
以上、ご報告いたします。
◆幹事報告

斎藤孝裕 幹事

Ａ．月 信 「ロータリーの友」 ９月号 「ガバナー月信｣ ９月号 №3
Ｂ．来 信
❶国際ロータリー日本事務局より「９月ロータリーレートの案内」９月１日より １ドル１０６円（現行１０７円）
Ｃ．メーキャップ報告
８／２
地区米山記念奨学会カウンセラー研修会
佐藤喜市郎 会員
８／２９
地区公共イメージ・ＩＴ委員会セミナー
菅野浩司、佐藤喜市郎、佐藤真也 各会員
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委員 【合計１４ｓ】

５ｓ 前回の欠席と今月の早帰りのお詫び
３ｓ 前回欠席おわび
２ｓ 前回欠席おわび
４ｓ

皆様のご協力ありがとうございました！
「ダメ・ゼッタイ」普及運動
１００円献金
募金額 31,350 円
15,460 円

クラブ協議会
❂Ｓ・Ａ・Ａ 服部裕一 正Ｓ・Ａ・Ａ

今年度のＳ・Ａ・Ａの活動報告をいたします。Ｓ・Ａ・Ａの任務を認
識し、会長、幹事、各委員長とも連絡を取り合い、秩序正しく、なおかつ楽しい例会になるよう心配りをしたいと
思います。今年度もＳ・Ａ・Ａと親睦委員会のメンバーと共に活動してまいります。宜しくお願いいたします。

❂クラブ奉仕第一委員会

村上裕司 委員長 今年度も会員増強を最重点課題として取組み、クラブ活性化は
もとより地域の活性化も図れるようなクラブにしていきたいと思っております。また、情報委員会では、情報提供
を行い、各々のレベルアップを図りながら、活力ある、魅力あるクラブ作りに努めてまいります。
❂クラブ奉仕第二委員会 石川邦俊 委員長 各小委員会の活発な活動を図り、より良い計画と事業ができる
ように配慮したい。特にプログラム・出席小委員会と親睦活動小委員会は会の運営上大事な委員会ですので、それ
どれの小委員長さんと連携を図り、楽しく有意義なクラブとなるよう努力します。宜しくお願いいたします。
❂職業分類・会員増強・選考小委員会 村上裕司 クラブ奉仕第一委員長 クラブの運営、そして、発展には
会員増強が欠かせません。会員増強委員会では、このために行動計画を立てて、実践してまいります。現在４０名
である本会は会長の指導力のもと、会員増強目標を１０％、４名増とし、達成するために行動してまいります。
❂ロータリー情報小委員会 吾妻一夫 小委員長 会員各位のロータリーに関する知識と理解をより一層深め
ることを目的とし、その目的を達成するために、会員増強委員会と連携し、入会候補者に資料提供を行い、ロータ
リーの理念に対する理解を促すなど、四つの活動を行います。以上、宜しくお願いいたします。
❂親睦活動小委員会 鈴木重忠 小委員長 充実した活動を通じて会員同士、また会員家族の絆をさらに深め
ることができるよう努力してまいります。委員会として四つの活動方針を掲げました。年間行事予定については、
コロナ感染拡大防止を図りながら、その時の状況に応じまして、会長と相談しながら、運営をしていきたいと思っ
ております。以上です。
❂プログラム・出席小委員会 生田目正志 小委員長 活動方針ですが、会長の基本方針に基づいて例会プロ
グラムを企画していきます。また、各委員会と連携を図り、活動の発表の場を設けると共に、移動例会、夜間例会
等、会員間の親睦を図るプログラムを取り入れ、魅力ある例会にしてまいります。以上、宜しくお願いいたします。
❂公共イメージ・ＩＴ小委員会 永井秀典 小委員長 年次活動方針ですが、クラブ週報を継続して発行しま
す。会員とその家族、地域住民らにクラブの活動の意義を広く伝え、理解と支援を促進します。また、会員一人一
人の意識高揚、成長へ公共イメージの向上を図ります。以上です。宜しくお願いいたします。
❂スマイリングボックス小委員会 中野哲郎 小委員長 スマイリングボックス委員会よりご報告いたします。
皆様ご承知の通り、本スマイリングボックスはロータリー特有の募金制度であり、
「親睦から奉仕へ」のクラブの
本質を具現化するための重要な制度です。このような観点から次のような点を心がけながら運営を図ってまいり
ます。会員の自主的な拠出を促し、奉仕への協力をお願いする。種々慶事を披露し祝福して奉仕への協力をお願い
する。本年度の目標金額は１００万円とします。皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
❂職業奉仕委員会 西山友幸 委員長 職業奉仕の精神は、職業を通じて世のため人のために尽くすことで
す。さらに高い職業倫理をもって自らの職業を実践し、自らを成長させながら奉仕を続けることです。委員
会として、ロータリーの理念に基づいて活動し、職業奉仕の理解を深めてまいります。
❂社会奉仕委員会 渡辺達也 委員長 今年度の活動は、地域に根差した社会奉仕活動を行うため、地域社
会のニーズや問題点を分析して、より良い事業の立案や解決策の提案等を実践していきたいと考えます。飯
坂小太鼓クラブの活動支援や「花ももの里」美化活動、福島北高校ボランティアクラブの支援、ＬＡＣ結成
の研究など活動してまいります。以上、宜しくお願いいたします。
❂国際奉仕委員会 紺野容樹 委員長 当委員会は、他国の人々との国際理解・親善・平和を推進する活動
を目的とし、ロータリーの精神に則り、国際奉仕、国際交流を実践してまいります。五大奉仕の一つの部門
である国際奉仕の活動に、より理解を深めることを目指し、四つの活動を実践いたします。
❂青少年奉仕委員会 千葉政行 委員 委員長、副委員長ともに欠席ですので、代わりにご報告いたします。年
間計画書に書いてある通り、ライラの参加者募集について、今年は社員の方など、若手のリーダーシップ研修に是
非参加していただくよう宜しくお願いいたします。また、インターアクト設立について、福島北高にアクションを
起こしていきたいと思っております。一年間ご協力をお願いいたします。
❂ロータリー財団委員長 堀切孝敏 委員長 ロータリー財団の意義を会員の皆様にご理解いただいて、次年
度も一人１５０ドルをご寄付いただきます。また、ポール・ハリス・フェロー１名増、マルチプル・ポール・ハリ
ス・フェローも１名増、ポール・ハリス・ソサエティー２名加入という目的で活動してまいります。補助金につき
まして、その時々の委員長さんにご意見を出していただければと思います。ポリオプラスにも貢献していきたいと
思いますので、宜しくお願いいたします。
❂米山記念奨学会委員会 佐藤喜市郎 副委員長 委員長が所用で欠席ですので、私の方からご報告いたしま
す。米山奨学生は世界各国から来ておられる外国人の方を、日本のロータリアンで支えていきましょうというのが
本来の姿です。また、米山奨学会を支えるのは皆様のご寄付です。普通寄付一人５千円、特別寄付一人１万円とし
て、これを皆様にご協力いただければ大変ありがたいです。また、奨学生との親交を深めて、世界平和に努めたい
と思います。それが奨学会の意図でもございますので、宜しくお願いいたします。

❂戦略計画委員会 村上裕司 委員長 一番この中で大事だなと思っているのは、ロータリー会員の退会防
止です。会員も増やさなくてはならないのですが、退会も防止しなくてはなりません。本年度もロータリー
賞に挑戦したいと思いますので、ご協力宜しくお願いいたします。以上です。
[ 地区公共イメージ委員会より

佐藤真也 地区副委員長 ]

今月のガバナー月信の後ろにもありますが、新聞の社会面の一部にも広告を載せており、このＱＲコードで専用
サイトに飛ぶようになっております。委員会では公式のＦＢを立ち上げました。こちらでは、皆さんに色々な情報
を提供するようになっております。また、ロータリーの友の裏表紙にもございますが、１００周年の記念切手が発
行されます。是非ご活用下さい。後日お願いいたしますが、ポリオ根絶のためのクリアファイルを作成しておりま
す。撲滅のための寄付ということでお渡しいたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。

◆閉会点鐘
■第３回理事会開催

9 月 3 日（木）13：30～「吉川屋」
《内 容》①家族同伴ゴルフ大会＆家屋同伴夜間例会について ②週報について ③１０月の例会プログラム ④その他
《出席者》菅野浩司、斎藤孝裕、吾妻一夫、千葉政行、服部裕一、紺野容樹、村上裕司、生田目正志、西山友幸、佐藤真也、
鈴木重忠、渡辺達也 以上の会員

会長

