WEEKLY REPORT OF IIZAKA ROTARY CLUB,

飯坂ロータリークラブ

週

報

創

地区重点活動目標

DIST . 2530
立

広報委員会作成

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

菅

浩

司

長

野

幹
事
斎 藤 孝 裕
６月はロータリー
親睦活動月間
2020 - 2021 年度 ◆ 例会日／木曜日１２：３０ ◆ 例会場／かむろみの郷 穴原温泉 匠のこころ 吉川屋
ＲＩ会長 ホルガー・クナーク
事務局/〒960-0211 福島市飯坂町湯野字新湯６ (吉川屋内) (024)542-2226 FAX(024)543-1433

報

ヘルツォークトゥム・ラウエンブルグ・メルンＲＣ（ドイツ）

通

算

第 33 回 [ 3041 ]

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３年 (2021）１６月１７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

五大奉仕

会長

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

39 名
30 名
19 名
76.92%

◆ロータリーソング 〔それでこそロータリー〕
◆四つのテスト

秋葉一彦

職業奉仕委員

【 ６月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪
６月 ２０日 佐藤裕子様（真也会員）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◆会長の時間

四つのテスト

私の会長年度も、残すところ本日も含めてあと２回となりました。ラストスパート全力で
行きますのでよろしくお願いいたします。先ずは、先日の新旧合同理事会の報告からです。
私からは今年度最後の理事会の報告をいたします。１．2020-2021 年度仮決算（5 月末）につ
いてご報告させていただきました。２．
「会員増強」について、理事会前に新規入会予定者２
名の選考委員会が開催され、その結果をうけての理事会の審議となり、全会一致で承認され
ました。来月 1 日から白岩・斎藤両氏に入会いただきますので、よろしくお願いいたします。
さて、６月となりそろそろ梅雨入り間地かで、蒸し暑い時期がやってまいります。すでに
皆様クールビズで、ノーネクタイで結構なのですが、ロータリーバッジとマスクは忘れずに
お願いいたします。マスクといえば、昨年は「アベノマスク」なんてものもありました。一年前は全国的にマスク
不足となり、今私がしている不織布マスクも一斉に店頭から消えた時期がありました。そんな中、電機メーカーの
「シャープ」が、マスク製造に乗り出したりしました。今私がしているマスクがそのシャープ製なのです。パナソ
ニックもマスクを作るようになりましたし、今やいろいろなメーカーのマスクが手に入るようになりました。不織
布マスクもピンキリで、外国製ですと１枚１０円以下ぐらいですか、国産ですと３０円～５０円ぐらいですかね。
このシャープ製マスクは５５円です。ネット通販でしか手に入らず、送料を入れると６５円以上となります。しか
も抽選制で、未だに抽選で当たらないと買えないのです。右下に「ＳＨＡＲＰ」のロゴマークが刻印されており、
「国産」という安心感があります。同じ国産のマスクもいろいろ試しておりますが、エ
リエール製は耳にかける部分が平紐で、耳が痛くならなくて良いです。ネピア製よりも
若干安く手に入ります。ネピアの王子製紙の創業者はだれかご存じですか？今大河ドラ
マの主人公 渋沢栄一氏です。渋沢栄一氏はたくさんの会社を作り、日本の資本主義の父
と言われておりますが、ロータリーの米沢梅吉さんとも親交があったということで、強
引にロータリーと結びつけて、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．メーキャップ報告
６／１２
県北第二分区新旧合同会長・幹事会

【本日のランチ】
菅野浩司、斎藤孝裕、村上裕司、生田目正志、安斎忠作、
佐藤真也（地区公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長）各会員

◆県北第二分区次年度会長・幹事会、次年度第１回理事会の報告 村上裕司 会長エレクト
６月１２日に会長・幹事会が開催され、生田目幹事と出席して参りました。各クラブの方と
名刺交換をしながら、議題等いろいろあったのですが、その中でＩＭを例年通り開催する方
向で期日が決まりました。また、６月１０日に第一回の飯坂ロータリークラブ理事会を開催
させていただきました。その中で、例会場は吉川屋さんに引き続きお願いをするということ
で決まりました。また、新年度は４１名でスタートする予定です。名誉会員の推戴は該当者は
おりません。例会の回数は予定として、年間４４回位行うことをご承認いただきました。年会
費ですが、地区登録費込みで例年と同じです。例会の中で、夜間例会やクラブイベント等もありますが、これにつ
きましてはコロナ禍の状況を見ながら、その都度判断をさせていただくことも理事会で決まりましたので、ご報告
いたします。

◆スマイリングＢＯＸ
鈴木 重忠会員 １０ｓ
斎藤 孝裕会員
３ｓ
小笠原尚史会員
３ｓ
中島 定宏会員
３ｓ
千葉 政行会員
２ｓ

中島定宏

委員 【合計２１ｓ】

最終例会、出席できなくなりました。会長、幹事、一年間ご苦労様でした。
本日もクラブ協議会、よろしくお願いします。
欠席おわび
昨日、５才と６才の孫から初めてハガキをもらいました。非常に感動しました。
・前回欠席おわび

クラブ協議会
❂職業奉仕委員会

西山友幸
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委員長

それでは今年度のご報告をいたします。年次計画書２２頁をお開きく
ださい。一番の四つのテストの斉唱は心の中でということで、副委員長の阿部会員、そして委員の皆さんのご協力
を得て、無事終えることができました。二番目として、福島北高への出前授業を遂行いたしました。講演者は当ク
ラブの白川会員の政治の話、秋葉会員の金融の話を、３月に卒業する高校生の皆さんに大変役立つ話をしてきまし
た。一つ懸念がありまして、開催時期が２月の一番寒い時です。せっかく４月から社会に出る彼らに、役立つ話を
と出前授業を設定したのですが、とても寒くて聞いていられる状態ではないと感じましたので、もう少し暖かい時
期に開催できないかと思いました。村上エレクトと次年度の職業奉仕委員長の鈴木会員に是非お願いをしたいと
思います。三番目の職場訪問は、コロナ禍という事情ですので、今年度は中止となりました。

❂社会奉仕委員会 渡辺達也

委員長 今年度の計画としまして、地域に根ざした社会奉仕活動を行うため、地
域社会のニーズ、問題点を分析して、より良い事業の立案、解決策の提案等を実施していきたいと考えますという
ことで、四つほど掲げさせていただきました。一つ目の飯坂小学校太鼓クラブさんの活動の支援を実施しておりま
す。また、大笹生養護学校さんへの支援では、マスクとフェイスシールドを送らせていただきました。これに関し
ましては大変好評で、来年度も是非やっていただければと個人的に思っております。二番、三番、四番に関しまし
ては、昨年同様コロナ禍で実施できませんでしたので、来期できるようにと思っております。一年間お世話になり
ました。ありがとうございました。
❂国際奉仕委員会 紺野容樹

委員長 今年度一年間の活動報告ですが、国際奉仕委員会としては、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、国際交流を実施して
まいりますということで、毎年飯坂の八幡神社のけんか祭りに合わせて、国際交流フェスティバルを開催しており
ましたが、新型コロナの影響で開催不可となり、今年度は行うことができませんでした。その代わりの催しを企画
しようと思ったのですが、コロナ禍でなかなか難しく、ほぼほぼ活動はできませんでした。ですが、外国人を例会
に招いてスピーチをしてもらうことに関しては、一年間李岳君に月一回は来ていただいて、学校での活動を報告し
ていただきました。四番の国際理解、親善、平和のための授業としては、今年度から李岳君を飯坂ロータリークラ
ブの奨学生として受け入れるということで始まりましたので、来年度も引き続きやっていくようになりました。私
の委員長時代にできなかったことは、次の委員長の渡辺達也会員がしっかりと全てやっていただけるものと信じ
ておりますので、よろしくお願いいたします。今年一年間のご報告でした。ありがとうございました。
❂青少年奉仕委員会

西條博之 副委員長 今日は、大内委員長が欠席のため、代わりに副委員長である私か
らご報告させていただきます。次世代の担い手となる地域青少年の健全な成長を心から願い、地域社会への理解、
国際的な感覚を養う次の事業を行うということで、三つの事が記載されており、大内委員長も張り切っておられた
のですが、コロナ禍という中で思うように活動ができませんでした。今年はどうなるかわかりませんが、コロナが
落ち着けば、このようなことをまた改めて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
❂ロータリー財団委員会

堀切孝敏

委員長

❂米山記念奨学会委員会

安斎忠作

委員長

このロータリー財団は、寄付等のお金の問題ですので、皆様に
ご迷惑をかける点が多くございました。おかげさまで今年も目標一人当たり１５０ドルを達成しております。ポー
ル・ハリス・フェローでは、今回 1 名の方にご協力いただきました。マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1 名
増の予定でしたが、これもおかげさまで４名のご協力をいただいております。毎年このぐらいの人数でお願いをし
たいと思っておりますので、該当する方には無理を言って申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。今後
の事で、毎回私も小笠原会員も申し上げたと思いますが、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕各委員会と連携をして、
少しでもいただきたいというものを早め早めに企画をして、提出していただければ、私たちもうまくやっていける
と思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、ロータリーカードですが、カードについては、
個人個人の考えがあると思いますので、今後の課題にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今まで中国からの留学生李岳さんのお世話をしておりましたが、
地区で米山奨学生にできなかったので、これに対して飯坂ロータリークラブ独自で奨学金を出すという素晴らし
い対応をしていただき、誠にありがとうございました。御礼を申し上げます。また、米山の制度についても、皆さ
んに理解していただく計画がありましたが、なかなか例会において「米山梅吉について」のお話ができなかったこ
とを反省し、次年度は皆さんに理解していただくよう活動できればと思います。よろしくお願いいたします。

❂戦略計画委員会 村上裕司

委員長 それでは、戦略計画委員会からご報告をいたします。まず、ご存知の通

り、コロナ禍の中でなかなか活動ができにくい状況であったのですが、その中で次年度につなげる会員基盤の強化
として、来月から２名の方が入会されるという大変おめでたい、ありがたいことがあり、本当にコロナ禍の中、次
年度につなげるような活動ができて、大変良かったと思っております。また、菅野会長に念のために確認をしたの
ですが、ロータリー賞への挑戦についても、おそらく大丈夫だと思うということで、ロータリー賞をいただけるこ
とも良かったと思います。以上、ご報告いたします。
◆閉会点鐘
会長

