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言行はこれに照らしてから

回目

例会報告

令和３年 (2021）１６月２４日（木）

出席委員会報告

「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

最
◆開会点鐘

菅野浩司

終

例

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

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

会

会長

39 名
28 名
11 名
71.80%

◆ロータリーソング 〔手に手つないで〕
◆四つのテスト

中島定宏

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 ２６日 安斎さと子様（忠作会員）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

四つのテスト
本日も例会出席誠にありがとうございます。最後の会長の時間ですので、ごあいさつを兼ねて
会長の時間とさせていただきます。皆様、今年度一年間大変お世話になりました。斎藤幹事はじ
め、役員・理事の皆様、事務局の丹野さん、そして会員の皆様のご支援・ご協力があってこそ、
何とかこの一年を乗りきることができました。本当にありがとうございました。
今年度はコロナで始まってコロナで終わった一年でした。昨年の今頃は、一年後のこの時期に
はコロナに打ち勝って、元の日常に戻っているはずと思い込んでおりましたが、打ち勝つどころ
か、やられっぱなしでした。でも誰一人ダウンはしてないですよね。ダウンせずに最後まで立っ
ていられたので勝ったことにしましょう！誰もコロナに罹らなかったことがなによりです。
会長職を経験させていただいて感じたことですが、多くの会員の皆様に出席いただくことが会
長にとってはとてもうれしいのです。今年度は残念ながら、３９名全員出席という回はありませんでした。６３年の歴
史の中ではあったと思うのですが、是非、来年度は４１名でスタートしますので、全員出席を達成していただきたいと
思います。最後になりますが、来週からは、予てよりあこがれの「パスト会長」になります。副幹事から会長職まで経
験させていただき、この経験を生かして、次年度以降のクラブ運営に協力させていただきたいと思っておりますので、
何卒よろしくお願いいたします。これからの飯坂ロータリークラブの益々の発展と会員皆様のご健勝を祈念いたしまし
て、私の最後のごあいさつとさせていただきます。一年間、本当にありがとうございました。

◆会長の時間
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菅野会長、斎藤幹事

◆幹事報告

一年間お疲れ様でした！

斎藤孝裕 幹事

2021-22 年度国際ロータリー第２５３０地区 2021-22 年度国際ロータリー第２５３０地区

公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長

佐藤真也

県北第二分ガバナー補佐

会員

安斎忠作 会員
Ａ．来 信
❶ガバナーエレクト 志賀利彦 氏より
❸県北第二分区次期ガバナー補佐 安斎忠作 氏より
「クラブ研修リーダーセミナーの案内」
「報道機関表敬訪問の案内」
と き ７月１８日（日）１３時３０分～１６時３０分
と き ７月５日（月）９時４５分集合
オンライン
ところ 福島民報社
１０時～
❷ガバナー 石黒秀司 氏より
福島民友新聞社 １１時～
「ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）
「福島西口構内観光案内板除幕式の案内」
第３期パートⅢの案内」オンライン
と き 7 月５日（月）１５時～１５時３０分
と き ７月２４日（土）９時～１６時２０分
ところ 福島駅西口改札口
「コロナ感染拡大によるスリランカ学友会へのご協力のお願い」
集合場所 １４時４５分 西口新幹線改札前
Ｂ．メーキャップ報告
６／１９
地区事務担当者セミナー
生田目正志 会員
６／２０
ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）第３期パートⅢ
村上 裕司 会員
６／２３
地区誌会議
佐藤喜市郎 会員

【斎藤孝裕幹事あいさつ】 本年度、何とか菅野会長の下、幹事を務め上げることができました。会長はじめ、理事役員の皆様、
会員の皆様、丹野事務局長、本当にありがとうございました。幹事として一年間経験したことを、来期は副会長としてロータリーク
ラブのために尽力したいと思います。また、重ねて勉強、学習を続けながら、ロータリークラブとは何なのだろうと自分の中でも考
え、会員として務めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。一年間ありがとうございました。

◆ロータリー・リーダーシップ研究会(ＲＬＩ)第３期パートⅡの報告 村上裕司 会長エレクト
６月２０日のＲＬＩパートⅡでは、朝 9 時から６時限の勉強をさせていただきました。この中で
は、適度に質問がされるのですが、今回は米山奨学生の件や財団寄付の件などについて、質問があ
りました。おかげさまで飯坂ロータリークラブでは、奨学生についてもお世話をさせていただいた
り、財団の寄付なども滞りなく寄付をさせていただいておりましたので、立場的にも良いお話がで
きました。引き続き７月２４日にパートⅢがありますので、出席の申請をしたところです。これか
らもロータリーについて勉強をさせていだききますので、今後ともよろしくお願いいたします。
◆スマイリングＢＯＸ

秋葉一彦

委員 【合計１４０ｓ】※

１ｓ不明

菅野
斎藤
佐藤

浩司会員 ２０ｓ １年間大変お世話になりました。斎藤幹事、大変お疲れ様でした。
孝裕会員 １０ｓ １年間、皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
真也会員 １０ｓ 菅野会長、斎藤幹事、１年間おつかれ様でした。皆様お世話になりありがとうございました。
家内に素敵なお花をいただきましてありがとうございました。
大内 勝行会員 １０ｓ 長い間お休みおわび 菅野会長ごくろう様でした。次回、村上さんよろしくお願いします。
佐藤喜市郎会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事さん、コロナ禍のところ大変だったでしょう。この一年お世話になりました。
千葉 政行会員 ５ｓ ・菅野会長、斎藤幹事 一年間おつかれさまでした。 ・次年度は一年間通して例会ができますように。
村上 裕司会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間おつかれさまでした。今年度から頑張りますので宜しくご指導お願いいたします。
渡邊 哲也会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間ご苦労様でした。本日は 6 月県議会出席のため欠席となりましたが、
御二人の一年間の献身的なご尽力に心から感謝申し上げます。
あ鈴木 牧子会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 １年間ありがとうございました。
服部 裕一会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤孝裕幹事、１年間おつかれ様でした。畠
隆章会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間ご苦労様でした。
鈴木 義明会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間ご苦労様でした。
吾妻 一夫会員 ５ｓ 菅野会長さん、おつかれ様でした。
安斎 忠作会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間御苦労様でした。
堀切 孝敏会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間ご苦労様でした。
石川 邦俊会員 ５ｓ 菅野会長、斎藤幹事 ご苦労様でした。
伊堂 里佳会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間ご苦労様でした。
小笠原尚史会員 ３ｓ 会長、幹事さん 一年間ご苦労様でした。
西山 友幸会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間お疲れ様でした。
西條 博之会員 ３ｓ １年間、役員の皆様おつかれ様でした。
生田目正志会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間おつかれ様でした。今年度も何か有りましたら助けて下さい。
あ紺野 容樹会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 おつかれ様でした。一年間ありがとうございました。
渡辺 達也会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 一年間おつかれ様でした。お世話になりました。
１００円献金 ６９，６７０円
中島 定宏会員 ３ｓ 菅野会長をはじめ全役員の方、１年間ご苦労様でした。
ご協力ありがとうございました。
油井 明則会員 ３ｓ 菅野会長、斎藤幹事 コロナ禍の中一年間おつかれ様でした。
松﨑 義将会員 ２ｓ 今年度も大変お世話になりました。次年度も宜しくお願いします。
秋葉 一彦会員 ２ｓ 会長、幹事はじめ役員の皆様おつかれ様でした。一年間大変お世話になりましてありがとうございました。
丹野純子事務局 ２ｓ 菅野会長さん、斎藤幹事さん、お疲れさまでした。一年間大変お世話になりありがとうございました。

地区役員へ記念品の贈呈
【 佐藤喜市郎 会員 】 ただ今は記念品を賜りまして、本当に光栄
でございます。私からは、地区研修委員会、米山奨学会、地区誌１０
年のあゆみの編集委員会のご報告をさせていただきます。研修委員会
では、当初は平井委員長よりロータリーの各委員長さんに地区ＲＩか
らの連絡についての要望などがございましたが、残念ながら、このコ
ロナ禍でオンラインといった形態になり、我々委員としましても、な
かなか皆さんの顔を拝見しながら対等にお話をすることができないことが、本当に残念だと思っております。各委員会
の皆様方は、本当にコロナ禍でやりづらいところ、皆様のご努力で何とか一年終えることができました。私から感謝を
申し上げたいと思っております。また、米山奨学生李岳君ですが、昨年も研修など行う予定ではありましたが、このコ
ロナ禍のためにできませんでした。その後、岳君から大学院を合格したので、もう一年延長させていただきたいと要望
がありまして、会長、幹事さんはじめ皆様にご相談をさせていただき、地区の米山委員会にもご相談をいたしましたが、
残念ながら結果は結果ですので、当飯坂クラブとして愛情があるやり方で、もう一年、岳君のために通常の米山奨学生
の支給金額の半分ではありますが、お世話をしようと現会長さんには規約も作っていただいて、それを実現させていた
だきました。岳君も大変感謝をしております。地区誌委員会では、２０１０年から２０２０年のロータリーの歴史を残
そうと、８分区から 1 人ずつ選任され、県北第二分区ではご要望があり、私が委員をすることになり、皆様にご協力を
いただき、無事終えることができました。地区誌委員会のアドバイザーの佐原先生が完成を見ずにお亡くなりになりま
したことが非常に残念です。作成した５００部は全て完売しました。当クラブでもノルマを達成しており、本当にあり
がたく思っております。次回から新会員がまいります。会員の皆様方もこの地区誌の１０年間のあゆみを見て、より知
っていただければ、我々もこの編集に携わった意義があると思っております。地区誌の最後を見るとわかりますが、私
は“ロータリーとはなんぞや”と思った時に、ロータリーはろうそくと解きます。その心は身を焦がして地域を照らす
ということだと思っております。それが我々ロータリアンの使命だと思っております。一年間ありがとうございました。
【 佐藤真也 会員 】 菅野会長、斎藤幹事、一年間お疲れ様でございました。また、理事、役員の皆様、一年間お疲れ
様でした。今年度は終わりますが、私も地区役員として、公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長を次年度も引き続き承る
ことになりましたので、改めて次年度の会長にお時間をいただき、次回以降、皆様にいくつかお伝えしたい点もござい
ますので、お話ができればと思っております。今年度は、相良地区公共イメージ・ＩＴ委員長をお招きし、皆様にロー
タリーの認知度などについてのお話を聞いていただいたと思いますが、クラブとしても公共イメージ向上に向けて、せ
っかく民報、民友両支局長さんがいらっしゃる、非常に恵まれた環境にあるクラブですので、次年度は村上会長の下、
どんどん新聞記事になるような活動を委員会中心に企画していただいて、行っていただければと思っております。よろ
しくお願いいたします。一年間、本当にありがとうございました。
◆閉会点鐘
会長

2020-2021 年度
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
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７／２
７／９
７／１６
７／３０
８／６

新役員挨拶
第１３回１０／２２ 会員スピーチ 石川邦俊 会員
クラブ協議会（クラブ奉仕）
第１４回１０／２９ 家族同伴ゴルフコンペ
クラブ協議会（五大奉仕）
夜間例会
夜間例会
第１５回１１／３
川俣ＲＣ・飯坂ＲＣ
県北第二分区ガバナー補佐訪問
合同夜間例会（そば会）
佐久間弘行 様
第１６回１１／１２ ゲストスピーチ
第６回 ８／２７ 新会員スピーチ 渡邊哲也 会員
米山記念奨学生 李 岳 様
第７回 ９／３
クラブ協議会（ガバナー公式訪問へ向けて）第１７回１１／１９ 会員スピーチ 大内勝行 会員
第８回 ９／１０ ガバナー公式訪問
第１８回１１／２６ 会員スピーチ 畠 隆章 会員
第９回 ９／１７ 会員スピーチ
西山友幸 会員
第１９回１２／３
ゲストスピーチ
第１０回９／２４ 会員スピーチ
村上裕司 会員
地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員会
第１１回１０／８ ゲストスピーチ
西川博美 様
地区公共イメージ・ＩＴ委員会委員長
第２０回１２／１０ 年次総会
相良元章 様
第２１回１２／１７ チャリティー例会
第１２回１０／１５会員スピーチ
伊堂里佳 会員
第２２回１／１４
会員スピーチ 中島定宏 会員

※ コロナウイルス感染拡大のため 2021 年１月以降休会が相次ぎ、短縮例会も行われました。

第２３回３／４
会員スピーチ 紺野容樹 会員
第２４回３／１１ 会員スピーチ 松﨑義将 会員
第２５回３／１８ ゲストスピーチ
ＮＰＯ法人ヒューマン・ネットワークふくしま
理事長 菅野淳一 様
第２６回３／２５ 夜間例会
第２７回４／４
オンライン地区大会
第２８回４／１１ オンライン地区大会
「地区特別研修セミナー」
第２９回４／１５ 会員スピーチ 服部裕一 会員
第３０回５／１３ 短縮例会（コロナ感染拡大のため）
第３１回６／３
会員スピーチ 川又康彦 会員
第３２回６／１０ クラブ協議会（クラブ奉仕）
第３３回６／１７ クラブ協議会（五大奉仕）
第３４回６／２４ 最終例会

