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言行はこれに照らしてから

回目

例会報告

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

令和３年 (2021）１６月１０日（木）

出席委員会報告

「四つのテスト」

クラブ協議会
◆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

クラブ奉仕

会長

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

39 名
28 名
11 名
70.80%

◆ロータリーソング 〔我等の生業〕
◆四つのテスト

阿部弥生

職業奉仕副委員長

❁株式会社ＫＦＳ 執行役員 斎藤健太 様
❁李 岳さん 飯坂ＲＣ奨学生（2020/4～2021/3 米山記念奨学生）

◆お客様紹介
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四つのテスト

◆会長の時間
本日も例会出席誠にありがとうございます。本日はゲストに株式会社ＫＦＳの役員でありま
す斎藤健太様をお迎えしての例会となります。本日は楽しんでいってください。また、元米山
奨学生の李岳さんにもお越しいただいております。現在は飯坂ロータリークラブの奨学生です
ので、お間違いのないようにお願いします。後ほど私の年度の最後の奨学金をお渡しさせてい
ただきます。
さて、本日の会長の時間は、ロータリーに関するお話、田中作次さんとお会いした時のお話
をしたいと思います。日本人で三人目となる国際ロータリーの会長を務められた方で、ちょう
ど私が入会した２０１２－２０１３年度の国際ロータリー会長でした。私は過去に二度お会い
して、名刺交換をさせていただきました。一度目は５年前の安斎会長の時、私は副幹事として
地区大会の前日の会長・幹事会に代理で出席させていただき、その後の晩餐会にＲＩ会長代理としてご招待されており
ましたので、その時に名刺交換をさせていただきました。私の顔を見て「おっ、若いな」とおっしゃられ、
「あなたの夢
は何ですか？」とお聞きになりました。初対面の名刺交換の場で、後ろに並んでいる方がいる中でしたので、私も冗談
で「夢はＲＩ会長になることです」と言うと、田中さんは虚をつかれたようになり笑われて、
「菅野さん、たくさん寄付
したらＲＩ会長になれますよ」と言われました。それが第一回目です。二度目は、昨年の県北第二分区のＩＭの時です。
講師としていらっしゃいまして、その時も名刺交換させていただきました。その当時、私は会長エレクトの名刺を差し
出したのですが、来年のために、クラブを元気にする方法をご伝授いただけるとのことで、田中さんが地区のガバナー
の時に作成した資料を、後日わざわざお送りくださいました。その資料は「ロータリー・クラブ強化のヒント」と題し
て、９０項目にもおよぶヒントが列挙されおり、実践していくというものになっております。私が今年度、このコロナ
禍の中のクラブ運営において参考にさせていただいているのが、「基本的な考え方」の中にある、「できない理由を探す
より、できる方法を探す習慣を」という考え方です。今年度は、この考えを常に意識してクラブ運営をしてきたつもり
ですが、なかなかコロナ禍というのは手強かったですね。次年度の会長さんにも是非この考え方で一年間乗り切ってい
ただくことを願いまして、本日の私の会長の時間とさせていただきます。
【 飯坂 RC 奨学生 李岳さん 】 飯坂ロータリークラブの奨学生の李岳と申します。よ
ろしくお願いいたします。今日はお客さんがいらっしゃったので改めて自己紹介いたし
ます。私は中国の河南省からまいりました。現在、福島大学共生システム理工研究科い
わゆる大学院生一年生で、今勉強しております。研究は再生化エネルギーをメインとし
て研究しています。先週で実験の設計と実験用具の製造を作る段階が終わり、来週から
ようやく測定に入ります。もしかしたら今回も特許が取れるかもしれません。もし取れ
たら皆様にご報告いたします。これからもよろしくお願いいたします。

奨学金の贈呈

◆幹事報告

斎藤孝裕 幹事
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本日はゲストに(株)ＫＦＳ斎藤様をお迎えして、入会よろしくお願いいたします。
斎藤健太様、おいでいただきましてありがとうございます。 岳（ガク）君、がんばって下さい。
本日は会計事務所の斎藤健太さんに見学にきていただきました。宜しくお願いします。
前回欠席おわび
大変申し訳ありません。早退おわび
阿部 弥生会員 １ｓ 皆様、ご無沙汰しておりました。

クラブ協議会
❂Ｓ・Ａ・Ａ

服部裕一 正Ｓ・Ａ・Ａ 活動計画として、今回このコロナ禍で例会自体が中止となり、移動例会
や職場訪問、ゲストスピーチもほとんどなく、活動ができませんでした。その中でも、親睦委員の方には早めに出て例
会設営などもやっていただき、本当に助かっておりました。来年度はワクチン接種も進むと思います。私は次年度もＳ・
Ａ・Ａですが、来年は今期の倍、一生懸命頑張りたいと思います。今年度は本当にありがとうございました。
❂クラブ奉仕第一委員会 村上裕司 委員長 クラブ奉仕第一委員会では、会員増強に全会員の方にご協力と情報
をいただきながら、何とか会員を増やしたいと活動しております。この６月中に、お二方に見学に来ていただいて、来
月から新会員になっていただく予定ですので、次年度につなげる事ができましたので良かったと思います。ワクチン接
種によりコロナもだんだん収束をして、これから会員増強ができるのではと思いますので、今後とも頑張ってまいりま
す。一年間ありがとうございました。
❂職業分類･会員増強・選考小委員会 佐藤真也 小副委員長 本日は川又委員長が欠席ですので、副委員長の私
の方からご報告させていただきます。先ほどからありますようにコロナでどうしても計画を十分に実行できない残念な
状況の中で、石黒ガバナーからの公式訪問時のご要望もありまして、皆様にはアンケートと合わせて、入会して欲しい
会員を 1 名以上書いてご提出をいただき、その入会して欲しい人リストを作成しました。新たに皆さんで会員増強に取
り組む計画でおりましたが、こういう状況で充分活動しきれていない状況ではありますので、私の方からお詫びを申し
上げながら、次年度に向けて、さらに継続的に活動をお願いしたいと思います。今年度４０名でスタートをいたしまし
たが、目標の４名増を達成できず、会期途中には篠木会員のご逝去、また、長谷部会員、永井会員の退会となり、交代
で新たに渡辺会員と伊藤会員にご入会いただいて、今月末３９名という状況になっております。ただ、菅野会長、村上
エレクトのご尽力で、新たに２名の方の入会が予定され、４１名に近々なれる事を非常に嬉しく思っております。また、
地区の公共イメージ・ＩＴ委員会では、様々な新聞報告や次年度はラジオ放送のコマーシャル等も展開してまいります
ので、是非我々のこの素晴らしいロータリー活動を知っていただき、仲間を増やしていければと思っておりますので、
引き続きご協力をお願いいたします。
❂ロータリー情報小委員会 吾妻一夫 小委員長 ロータリー情報小委員会より反省を申し上げます。会長の就
任以来、もっと勉強しないとダメだということで、ロータリーの友やガバナー月信を一生懸命読みました。良い事が書
かれていたら、皆さんにご紹介しようと思っておりましたが、コロナ禍となりだんだん厳しくなり、一回しかご紹介で
きませんでした。この役が終わりましても、ロータリーの友などを一生懸命読んで、菅野会長、次年度の村上会長につ
いていけるように、頑張ってまいりたいと思います。以上、反省でございます。ありがとうございました。
❂クラブ奉仕第二委員会 石川邦俊 委員長 先ほどから、お話にありますように、コロナで皆さんが楽しみして
いる旅行も花見もできないなどと、いろいろございまして、まだ一番メインの奥様方の合同夜間例会もできずに残念で
す。コロナの予防接種を打って、皆さんとまた楽しいロータリー活動を行っていけるようにしたいと思っております。
今年は４４回予定していたうちの３４回しか例会をできませんでした。来年は一生懸命例会ができますように頑張って
いきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
❂親睦活動小委員会 吾妻一夫 小副委員長 鈴木重忠委員長が本日欠席のため代打で私が発表いたします。私の
記憶によりますと７月と３月の晩酌例会を、和やかに遊乃里さんでご馳走になった気がします。また、ゴルフも行い、
シーズンさんでの反省会では、楽しく美味しくご馳走になりました。ただただ残念なのは、コロナの影響で計画してい
た活動ができなかった一年だったと思います。早くワクチンを接種し、一日も早く様々な行事ができるように、そして、
旅館さんも我々の観光業も繁栄できるような、そんな社会が早く来る事を願っております。来年の親睦活動も楽しく、
会長の指示に従って、有意義に、会員と一緒に頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
❂プログラム・出席小委員会 生田目正志 小委員長 今年度も親睦の絆が強まるように色々と企画をしていた
のですが、例会の回数がかなり減りまして、ゲストスピーチもほとんどなく、皆さんに会員スピーチをお願いいたしま
した。会員スピーチの回数をデータにとりまして、均等に不公平のないように卓話をしていただきました。皆さん快く
お引き受けいただき、次年度もこの流れが多少続くかもしれませんので、次期委員長に自分の作ったデータをお渡しし
て、皆さんが均等にいくように、文句が出ないように進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
❂公共イメージ・ＩＴ小委員会 松﨑義将 小副委員長 永井委員長が転勤となりましたので、私の方からご報
告させていただきます。公共イメージ・ＩＴ小委員会では、クラブ週報の発行をメインに活動してまいりました。今年
度は例会自体も開催が難しく、他での活動や親睦も少なかったので、なるべく写真を撮り、週報も発行できる時は発行
させていただきました。また、Facebook でも飯坂ロータリークラブのアカウントで週報を発信しておりますので、お休
みされた方やご家族、それからロータリーに興味を持っている方にもＰＲできたと思っております。このクラブ週報と
活動に関しましては、次年度も引き続き行ってまいりますのでご協力をお願いいたします。ありがとうございました。
❂スマイリングボックス小委員会 中野哲郎 小委員長 今年度は年次計画書２１頁に記載の通り５名で運営を
させていただき、目標や行動方針は２１頁の記載通りですので、ご参照していただければと思います。本年度は目標額
百万円と設定させていただきましたが、これは会長の非常に長期的なご配慮等によって、コンサバティブに設定をした
という経緯があります。さすがコロナ禍においての様々な状況の予測を、会長は先行して立てていらしたと感心をした
次第です。例会もスケジュール通りではなく、減少せざるを得なかったという状況ですが、皆様の温かいご理解により、
目標金額は達成でるのではないかと思っております。残り一カ月ですが、会員の皆様方のご理解を得て、びっくりする
ような数字を年度末にご報告できるように、ラストスパートをしてまいりたいと思いますので、さらなるご理解とご協
力をお願い申し上げまして、ご報告とさせていただきます。ありがとうございました。
◆閉会点鐘
会長
■新旧合同理事会開催

6 月 10 日（木）13：45～「吉川屋」
容》2020-21 年度第１３回理事会議題 ①2020-21 年度仮決算について ②会員増強について ③その他
2021-22 年度第１回理事会議題
①例会曜日・例会場について ②会場設営について ③名誉会員の推戴について ④例会回数について
⑤認定休会日について ⑥年会費について ⑦2021-22 年度年会費について ⑧地区・分区主なる年間行事について ⑨クラブ内の主なる
年間行事について ⑩年次計画書について ⑪７月の例会プログラム ⑫その他
《出席者》菅野浩司、村上裕司、斎藤孝裕、生田目正志、石川邦俊、服部裕一、渡辺達也、紺野容樹、鈴木牧子、伊堂里佳、吾妻一夫、鈴木義明、
安斎忠作、佐藤喜市郎、佐藤真也 以上の会員
■職業分類・会員増強・選考委員会開催 6 月 10 日（木）13：30～「吉川屋」
《内 容》①新会員の承認について
《出席者》菅野浩司、斎藤孝裕、村上裕司、佐藤真也、安斎忠作、中野哲郎、佐藤喜市郎、渡邊哲也 以上の会員
《内
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