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第 1 回 [ 3043 ]回目 例会報告  令和３年 (2021）１７月１１日（木） 
                    出席委員会報告 

 

新 役 員 挨 拶 
 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             

 
◆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 

今期、２０２１―２０２２年度飯坂ロータリークラブの第６４代会 
長を務めさせていただきます村上裕司と申します。まだまだ勉強中で 
すので、会員の皆様に大変ご迷惑をおかけするとは思いますが、諸先輩方が築き上げたクラブの名誉を傷つけない
ように全力で務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。また、吉川屋の畠会長さんのご配
慮で、今年度はコロナ感染対策として広い会場に変更していただきました。このような素晴らしい会場でスタート
を切れたことは大変ありがたいと思っております。ありがとうございます。飯坂ロータリークラブ全会員で一致団
結し、今年度もよりいっそう親睦を深め、走り続けたいと思っております。何卒よろしくお願いいたします。 
 
◆幹事報告 生田目正志 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」７月号 「ガバナー月信｣ ７月号 №1 

 Ｂ．来 信 
  ❶2020-21 年度ガバナー 石黒秀司 氏より       ❷ガバナー 志賀利彦 氏より 

「第３期ＲＬＩパートⅠ・Ⅱ 修了証伝達」       「会員増強・ロータリー情報委員会セミナーの案内」 
  第３期ＲＬＩパートⅠ・Ⅱ 修了 村上裕司 会長    と き ７月１７日(土)10：00～12：00 オンライン 

第３期ＲＬＩパートⅠ   修了 生田目正志幹事   「ロータリー財団セミナーの案内」 
❸2020-21 年度県北第二分区ガバナー補佐 佐久間弘行 氏より と き ７月２５日(日)13：30～16：00 オンライン 
 「2020-21 年度収支決算書」 

Ｃ．メーキャップ報告  ６／２７、２８  地区行事（クラブ活性化セミナー）    安斎忠作 会員 
 
【齋藤健太新会員】 私は会計事務所と経営コンサルタントをしておりまして、今回、村上会長さんのご紹介で
この飯坂ロータリークラブに参加させていただきましたことを嬉しく思っております。よろしくお願いいたしま
す。私の職業ですが、うちが他の会計事務所さんと違うのは、「未来会計」に取り組んでいる点です。「未来会計」
とは、出来上がった試算表や決算書に基づいて、会社の戦略を考えるだけではなく、先３年５年の間の経営計画に
基づいて、どうやったらこの数字になるのかということを一緒に考えていくような仕事をさせていただいており
ます。今後の戦略や資金繰りなど、経営者の皆様のお手伝いをさせていただきたいと思っております。いずれにし
ましも、これから一緒に勉強させていただき、地域のためになる良い会社、良い社会を皆様と作っていければと思
っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。  
【白岩裕和新会員】 私は、尊敬する菅野浩司直前会長と同じ社会保険労務士をさせていただいております。生
年月日は昭和５３年１２月３１日生まれ４２歳です。地元の清水小学
校、中学校、福島高校から千葉の大学に行って、現在、社会保険労務
士として開業し１１年目になります。飯坂ロータリークラブの諸先輩
方からご指導をいただき、社会奉仕や地域活動への貢献について学ば
せていただきたいと思います。若輩者ではございますが、これからも
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
◆新役員・理事挨拶 
❂会長エレクト 石川邦俊 会員 今、ご紹介いただきました会長エレクトの石川です。私も入会して６年ですが、
次期会長ということで、身が引き締まる思いです。皆さんと一緒に楽しいロータリー活動を行っていきたいと思っ
ております。今年一年勉強をしながら頑張ってまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

会員総数 41 名  

出席会員 32 名  

欠席会員 19 名 

出席率  78.04% 

  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   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 

       

 

 

週  報  
報 

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 

 

新会長、幹事へバッチの贈呈（交換） 

齋藤健太、白岩裕和両新会員へ四つのテストとバッチの贈呈 

❂副会長 斎藤孝裕 会員 昨年は幹事として、なかなか思うようにいかなかった気がいたしますが、さらに副会
長ということで気を緩めないようにしております。村上会長、生田目幹事を後ろの方でがっちり支えさせていただ
いて、また、菅野直前会長は地区の役員として、これからもご活躍されるということで、私も勉強しながら、それ
ぞれの皆様の支えとなるように、今年一年間頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。 
 



❂Ｓ・Ａ・Ａ 服部裕一 会員 新年度の村上会長、生田目幹事、今年一年よろしくお願いいたします。また、私
は昨年に引き続きＳ・Ａ・Ａを務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。コロナ禍の中ですので、
コロナ対策をしながら、皆さんと楽しい例会ができるように、親睦委員長さん共々頑張りたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。  
❂副幹事 紺野容樹 会員 副幹事という大役を仰せつかり、次年度石川会長を盛り立てられるように、今年度は
生田目幹事の一挙手一投足をしっかり見て勉強させていただきたいと思います。また、プログラム・出席小委員会
として、今年もコロナの影響で、会員スピーチに頼らざるを得ない状況です。ロータリーには非常に良い言葉があ
りまして『頼まれ事は、「はい」か「イエス」か「喜んで」』とありますので、順番が回ってきた際には、「はい」
か「イエス」か「喜んで」の言葉だけでご返答いただきたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。  
❂職業奉仕委員長 鈴木牧子 会員 今年度、職業奉仕委員長を仰せつかりました。前委員長からアドバイスをい
ただきまして、今年も今までのような活動が円滑に進むように、何とか頑張っていきたいと思います。また、村上
会長、生田目幹事さん、今年一年間本当に頑張ってください。そして、皆様どうぞよろしくお願いします。  
❂国際奉仕委員長 渡辺達也 会員 メインイベントである国際交流フェスティバルが、昨年に引き続き開催見
送りというお話のようですので、それに代わる何かができるように、村上会長、生田目幹事、吾妻親睦委員長と相
談をしながら、検討していきたいと思います。また、副委員長には大内会員という頼もしい方がいらっしゃいます
ので、今年一年間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。  
❂青少年奉仕委員長 伊堂里佳 会員 今年度から青少年奉仕委員長となりました。よろしくお願いいたします。
私のような若輩者が委員長として大丈夫かとすごく不安ではありますが、今年一年、村上会長、生田目幹事や諸先
輩方に教えていただきながら、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  
❂親睦活動小委員長 吾妻一夫 会員 今年度、初めて親睦委員長を仰せつかりました。村上会長と生田目幹事さ
んの指図で、一人でも多くの会員がレクリエーションに参加できるように、奇抜なアイディアで、楽しい活動にし
ていければと思っております。来年４月には、楽しい親睦旅行を企画しておりますので、皆様のご参加をお待ち申
し上げております。先ほど服部会員に素晴らしいエールをいただきましたので、油井小副委員長に助けていただき
ながら、真面目にしっかり務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  
❂活性化特別委員長 鈴木義明 会員 以前、千葉年度で活性化特別委員長を仰せつかったことがありますが、今
回また務めさせていただきます。会長、幹事のご指導をいただきながら、一生懸命、頑張ってまいりますのでよろ
しくお願いいたします。  
❂直前会長 菅野浩司 会員 改めまして、昨年度は一年間皆様のご支援ご協力をいただきまして、何とか無事に
乗り切ることができました。本当にありがとうございました。昨年はコロナの影響で不完全な部分や、やり残した
部分が多々あったと思いますが、今年度の村上会長、生田目幹事にぜひリベンジをしていただきたいと思います。
今年度は４１名体制となり、５０名の大台も見えてきました。村上会長は今年５０歳ですので、会員５０名を目指
して頑張っていただければと思います。微力ながら一年間、村上会長、生田目幹事を支えていきたいと思っており
ますので、皆様よろしくお願いいたします。  
❂会計監査 堀切孝敏 会員 今年３年目の会計監査となります。いつもお願いするのは、事務局から皆様に請求
があった場合、第１回目７月１５日締めで会費をいただくようになっておりますが、その点をご協力いただきたい
と思います。また、私と小笠原会員が帳簿を見るのは最後の最後ですから、それまでは会計さんと丹野事務局長に
はおんぶに抱っこで任せております。その点をもう一度ご確認いただいて、ご協力をお願いいたします。  
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員長 【合計１３３ｓ】 
村上 裕司会員１０ｓ 本年度から大変お世話になります。全力で頑張りますので宜しくご指導お願いいたします。 
千葉 政行会員１０ｓ ・村上会長、生田目幹事一年間宜しくお願い致します。 ・中野会員テレビ出演おめでとうございます。 
吾妻 一夫会員１０ｓ 村上会長、生田目幹事と共に一年間がんばって下さい。宜しくお願いします。吉川屋さん新しい会場でお世話になります。 
生田目正志会員 ５ｓ 一年間、幹事としてお世話になります。よろしくお願い致します。 
鈴木 義明会員 ５ｓ 今日から新年度です。村上会長、生田目幹事の船出を祝して 
服部 裕一会員 ５ｓ 村上・生田目丸の出航を祝って 又、私今期もＳ・Ａ・Ａです。宜しくお願い致します。 
佐藤喜市郎会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事さん本年は宜しくお願いします。安斎ガバナー補佐様宜しくお願いします。 

白岩さん、齋藤さん、ご入会ありがとうございます。 
安斎 忠作会員 ５ｓ 村上年度のはじまりを祝って ガバナー補佐よろしくお願いします。 
中野 哲郎会員 ５ｓ 新役員の皆様、安斎ガバナー補佐１年間お世話になります。御苦労様です。 
中島 定宏会員 ５ｓ 村上会長初めの新役員の皆様お世話になります。安斎ガバナー補佐一年間大変でしょうが体だけは十分気をつけてガンバッテ下さい。  
佐藤 真也会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事の門出を祝して 白岩会員、齋藤会員のご入会を祝して 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
菅野 浩司会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事、１年間よろしくお願いします。白岩さん、齋藤さん入会ありがとうございます。 
斎藤 孝裕会員 ５ｓ 本年度、村上丸の船出を祝して・・・。１年間よろしくお願い致します。 
鈴木 牧子会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事体制のもと、皆様今年度もお世話になります。 
鈴木 重忠会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事１年間よろしくお願いします。 
油井 明則会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事１年間よろしくお願いします。 
畠  隆章会員 ５ｓ 村上新会長、生田目幹事の船出を祝して      石川 邦俊会員 ５ｓ 村上会長、生田目幹事の船出を祝して 
渡辺 達也会員 ３ｓ 村上会長、生田目幹事お世話になります。     堀切 孝敏会員 ３ｓ 村上丸がんばれ！ 
西山 友幸会員 ３ｓ 村上会長、生田目幹事一年間お願いします。 
紺野 容樹会員 ３ｓ 村上会長、生田目幹事の船出を祝して 一年間よろしくお願いします。 
伊堂 里佳会員 ３ｓ 新年度から青少年奉仕委員長になりました。宜しくお願いいたします。 
小笠原尚史会員 ３ｓ 新会長、幹事さんクラブ運営一年間宜しくお願いします。新会員カンゲイします。 
西條 博之会員 ３ｓ 新年度、村上会長よろしくお願いします。中野会員出演のテレビ番組たのしく拝見させていただきました。 
秋葉 一彦会員 ３ｓ 村上会長、生田目幹事はじめ役員の皆様一年間宜しくお願い致します。 
松﨑 義将会員 ２ｓ 新年度もお世話になります。宜しくお願い致します。 
齋藤 健太会員 １ｓ 飯坂ロータリークラブに参加できること、嬉しく思います。今後ともよろしくお願いします。 

あ白岩 裕和会員 １ｓ 本日より入会させて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

＜第 2530 地区県北第二分区ガバナー補佐 安斎忠作 会員＞ 今年度、第二分区ガバナー補佐という大役をいただきました。
この通り、コロナ禍で何をやるにもオンラインです。こういう中で、今までにはないような、ロータリーのその上があるのかなと思います。
今回のガバナーの方針では、一番は各クラブの活性化、あとは会員増強です。今回、当クラブでは２名の新会員が入会し、本当に
嬉しいかぎりです。飯坂ロータリークラブ、県北第二分区が益々発展するように、楽しいロータリー、ぜひ参加をしてみたいロータリー、
そして、多くの会員が募るようなロータリーにしていきたいと思いますので、皆様方のご指導ご協力を今年度もお願い申し上げます。 
 

◆閉会点鐘  会長 
 


