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第30回 [ 3038 ]回目 例会報告  令和３年 (2021）１５月１３日（木） 
                    出席委員会報告 

 

 新型コロナウイルス感染拡大による 

福島県緊急特別対策実施期間のため短縮例会  
 

◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 
◆国歌 ◆ロータリーソング 〔奉仕の理想〕 
 
◆お客様紹介  

❁李 岳さん （2020年 4月～2021年 3月 ロータリー米山記念奨学生） 
 
◆会長の時間 

本日も例会出席誠にありがとうございます。久しぶりの例

会となってしまって申し訳ございません。新型コロナ第４波の猛威により、本日以降の

例会開催も危ぶまれておりましたが、会食なし、短時間開催としまして、本日お集りい

ただきました。５月１０日付けで、地区ガバナー及び地区の危機管理委員会より、５月

３１日まで福島県が「緊急特別対策実施期間」となったことにより、５月３１日までは、

リモート開催、または中止・延期とするよう慎重な検討をお願いしたいとの要請があり

ました。現時点で当クラブは、リモート開催をできる状況にありませんし、私の年度も

残り 1 か月あまりで、まだまだやらなければならないこともございますので、このよう

な形で開催させていただきました。ただ、状況は日々変わってきておりますので、この

後の理事会でも、今後の開催の可否につきまして協議し、後日ご連絡をいたします。本日は、川又会員の会員スピ

ーチの予定でしたが、短時間開催で中止にしたわけではなく、ご本人の都合が悪くなり延期とさせていただくこと

になりましたのでご了承ください。 

それでは、ご報告をさせていただきます。先ずは、先日、春の叙勲で我がクラブの畠会員が「旭日双光章」を受

章されました。誠におめでとうございます。次に、先月行われました理事会の報告をさせていただきます。次年度

の「地区研修・協議会」が５月１６日・２３日の両日Ｚｏｏｍで開催される予定です。各委員会等の出席者の方、

よろしくお願いいたします。それから、５月の例会プログラムについてと３月末時点での仮決算報告を行いまし

た。つづいて、最も大事なご報告事項ですが、飯坂ロータリークラブの奨学金事業の件で審議いたしました。本日

お越しいただいている、元米山奨学生の李岳さんへの支援の件ですが、皆様既にご存じのとおり、米山奨学金の更

新「クラブ支援ロータリー米山記念奨学金」を申請しておりましたが、残念なことに不合格となってしまいまし

た。おそらく私の推薦状が悪かったからかと思われ、大変申し訳なく思っております。更新が決まれば、当クラブ

で半分の月額５万円を負担することになっておりましたので、残念ながら今回米山奨学金は不支給ということに

なりましたが、クラブ独自の奨学金制度を立ち上げ、１年間は支援していくということに決定しましたので、皆様

にご報告させていただきます。後付けとなりますが、奨学金事業規程を作成し、ご本人から「誓約書」をいただい

て４月に遡って支給していきますので、よろしくお願いいたします。後ほど、李岳さんに４月・５月分の奨学金を

お渡しいたします。これは当クラブ設立以来初の「奨学金事業」となりますので、最初で最後になるか、今後も引

き続き行っていくかは今のところわかりませんが、財政が許す限り、継続できる制

度にしていきたいと思っておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いい

たします。この奨学金制度は私が知る限り、県北第二分区の福島東ロータリークラ

ブが高校生を対象に行っております。今回、資料などをご提供いただいて、飯坂ク

ラブ独自の奨学金規定を作成し、理事会で諮りたいと思います。最後に、４月１７

日に行われました県北第二分区の会長・幹事会の報告をさせていただきます。斎藤

幹事と共に出席してまいりまして、各クラブの会員増強の現状等の報告があり、福

島市役所オリパラ関連事業への協賛についての連絡や次回の新旧合同会長幹事会

の日程について話し合われました。以上、ご報告いたします。 

会員総数 39 名  

出席会員 24 名  

欠席会員 15 名 

出席率  61.54% 
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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 
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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 

 

中野哲郎会員 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

第一回 

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 

５月は青少年奉仕月間 

※ 昼食のお弁当を持ち帰り 
 



◆服部裕一会員より御礼  

この度は、母の葬儀に関しまして、会長幹事さんはじめ、皆様方には大変お世話になりあ

りがとうございました。思い起こせば、私の息子が亡くなってから約３年経ちますが、お

袋は今まで自分の息子のように可愛がっておりましたので、亡くなってから寂しくしてお

りました。大笹生の生愛会さんにお世話になってからは、楽しくお仲間と過ごしておりま

したが、体調を崩し入院しまして、このコロナ禍の中で、私もなかなか面倒をみることが

できませんでした。９４歳ということで、本人にとっては満足できたのではないかと思っ

ております。「私は１００歳まで生きる」と言っており、みんなで「大丈夫だ」と話しをし

ておりました。皆様にも本当にお世話になり、ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
◆副幹事報告 生田目正志 副幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友｣ ５月号  「ガバナー月信｣ ５月号 №11 

 Ｂ．来 信 
  ❶国際ロータリー日本事務局より         ❷ガバナーエレクト 志賀利彦 氏より 

「５月のロータリーレートのお知らせ」      「2021-22 年度地区研修・協議会の案内」 オンライン 
  １ドル １０９円（現行 １１０円）  会長会・全体会議 と き ５月１６日（日）９：３０～ 
❸ガバナー 石黒秀司 氏より            分科会      と き ５月２３日（日）９：３０～ 
 「ロータリーリーダーシップ研修会（ＲＬＩ）  ❹県北第二分区ガバナー補佐 佐久間弘行 氏より 
          第３期パートⅡ開催の案内」  「県北第二分区新旧会長幹事会の案内」 

Ｚｏｏｍを使ったオンライン             と き ６月１２日（土）１２：１５～ 
と き ６月２０日（日）９：００～  ところ ウェディングエルティ 

Ｃ．メーキャップ報告 
４／１７  県北第二分区会長幹事会                     菅野浩司、斎藤孝裕 各会員 
４／２９  地区誌会議                           佐藤喜市郎 会員 
５／８   ロータリーリーダーシップ研修会（ＲＬＩ）第３期パートⅠ     村上裕司、生田目正志 各会員 

 

◆ロータリーリーダーシップ研修会（ＲＬＩ）第３期パートⅠの報告 村上裕司 会長エレクト 

 先日、Ｚｏｏｍという形式で参加をいたしました。本当に今の状況でＺｏｏｍの会

議というのは普通になってきました。私はまだまだ不慣れですが、会議では急に質問

をされたり、ちゃんと話を聞いていないと返答できない場面もありました。その中で

飯坂ロータリークラブさんはどのような奉仕活動をしているかなどの質問がありま

したが、国際交流フェスティバルや花ももの里の清掃活動など、自信を持ってお伝え

できたので、改めて飯坂ロータリークラブは色々なことをやっているクラブなのだと

感じました。生田目副幹事からもご報告がありましたが、６月にはＲＬＩのパートⅡ

もありますので、参加させていただきたいと思います。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員 【合計８５ｓ】 
服部 裕一会員 ３０ｓ 母の葬儀には、大変お世話になりありがとうございました。 
畠  隆章会員 １０ｓ この度の春の叙勲におきましては「旭日双光章」を頂きました。皆様のおかげです。 
菅野 浩司会員  ５ｓ 畠会員の旭日双光章受賞を祝して！おめでとうございます。 
渡邉 宏 会員  ５ｓ 畠さんの叙勲を祝して 
堀切 孝敏会員  ５ｓ 畠会員の「旭日双光章」受賞おめでとうございます。 
二瓶 貢 会員  ５ｓ 家内にお花を頂いて 
鈴木 牧子会員  ５ｓ 畠会員の叙勲、安斎会員の奥様の福島市功労者の栄誉を祝って 
生田目正志会員  ３ｓ 今夜９：００～のひみつのケンミンショウーを見て下さい。たのしみです。 

あ佐藤 真也会員  ３ｓ 畠会員の旭日双光章受賞をお祝いして 誠におめでとうございます。 
中島 定宏会員  ３ｓ 畠さん、おめでとうございます。 
伊藤 俊憲会員  １ｓ 入会承認ありがとうございます。お世話になります。 

◆閉会点鐘  会長 

 

 
 
 
 
 
 

スマイリング報告 

■第１１回理事会開催 5 月 13 日（木）13：10～「吉川屋」 

《内 容》①2021-22 年度小委員会所属について ②奨学金事業について ③会員増強におけるロータリークラブ紹介ツール
の更新等について ④最終夜間例会について ⑤会員のお祝いについて ⑥６月の例会プログラム ⑦その他 

《出席者》菅野浩司、生田目正志、村上裕司、服部裕一、紺野容樹、西山友幸、渡辺達也、佐藤喜市郎、佐藤真也、安斎忠作 
以上の会員 

 

■2021-22 年度県北第二分区ガバナー補佐・分区幹事会開催 5 月 13 日（木）14：00～「吉川屋」 

《内 容》①2021-22 年度県北第二分区の今後の行事等のもち方について ②その他 
 

【 李岳さん近況報告 】 ３月にお別れの挨拶をしましたが、会長さん、私のカウ
ンセラーでもある佐藤喜市郎さん、次年度会長エレクトさん、吾妻さん、会員の
皆様のご声援とご助言によって、もう一年、飯坂ロータリークラブの奨学金を受
け取ることができました。誠にありがとうございます。４月から大学院では、研
究テーマを変えて、エネルギー工学を研究します。昨日のいわきで爆発事故があ
りましたが、火事の理由は設備の老朽化で粉塵爆発が起こったので、これから中
国でも日本でも注意しなければならないと思いました。今後も私で役に立つこと
があれば、皆様のお手伝いをしたいと思っております。これからも奨学生として
だけではなく、飯坂ロータリークラブのメンバーの一員として働きたいと思って
おりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

飯坂ロータリークラブより 
奨学金の贈呈 

(クラブ創立以来初の奨学金事業) 


