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第 2 回 [ 3044 ]回目 例会報告  令和３年 (2021）１７月１８日（木） 
                    出席委員会報告 

 

クラブ協議会 クラブ奉仕 
 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             

 
◆ロータリーソング 〔我等の生業〕            
 
◆四つのテスト 鈴木牧子 職業奉仕委員長 
 

◆お客様紹介 ❁2021-22 年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 
 
【 7月のご家族様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

７月 １０日 西條由紀様（博之会員）     ７月 １３日 伊堂 宏様（里佳会員）   
 

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 7 月 8 日 伊堂里佳 会員 ♫♫♫♫♫ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

今週もたくさんの方々にご参加いただきまして、ありがとうございます。７月５日に新聞

社への表敬訪問ということで、福島民報さん、福島民友さんに伺ってまいりました。その中

で、各クラブさんより活動の方針が発表されましたが、コロナ禍ということもあり、活動そ

のものが厳しい中で、会員増員や楽しい例会にするという意見が多くありました。飯坂ロー

タリークラブとしましては、吉川屋畠会長さんのご配慮により、広い会場で例会を開かせて

いただけて、できるだけ感染予防をさせていただけるということは、大変恵まれた環境にあ

ると思いました。また、同日には福島駅西口構内観光案内板の除幕式がありました。詳細は

安斎第二分区ガバナー補佐からお話をいただきますので、無事飯坂ロータリークラブとして参加をさせていただ

きましたことをご報告させていただきます。新聞社の表敬訪問の時の集合写真や西口の案内看板での集合写真は、

飯坂ロータリークラブのホームページに掲載しておりますのでご覧ください。よろしくお願いいたします。 
 
◆福島駅西口ロータリー観光案内板と除幕式についての報告 安斎忠作 県北第二分区ガバナー補佐 

福島駅西口待合室の脇に観光案内板ということで、県北第一、第二分区のロータリークラブがメインとなり、県

北の様々な案内をしておりましたが、十数年が経ち、一部変更になった部分もあるということで、新しくしようと

県北第一、第二分区１４クラブに協力金を出していただき、この度新しく設置いたしました。西口に行った時に

は、案内板を見て県北の観光地を再確認していただき、他の方々にもご案内いただければ幸いです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆副幹事報告 紺野容樹 副幹事 
Ａ．来 信 ❶地区のあゆみ 2010-2020 年 
Ｂ．メーキャップ報告 

７／３  地区前期委員会総会          佐藤真也、安斎忠作 各会員 
７／５  新聞社表敬訪問            村上裕司、生田目正志、安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
７／５  福島駅西口構内観光案内看板除幕式   村上裕司、生田目正志、安斎忠作、佐藤真也 各会員 

 

◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員長 【合計１５ｓ】 
 

会員総数 41 名  

出席会員 31 名  

欠席会員 10 名 

出席率  75.61% 

  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 

 

四つのテスト 

二瓶 貢 会員 ５ｓ 新年度を祝って           吾妻 一夫会員 ５ｓ 初の理事会ですね。がんばって下さい。 
西條 博之会員 ３ｓ 紺野会員、司会頑張って下さい。   鈴木 牧子会員 ２ｓ りかちゃん Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ！ 

 

【 李岳君近況報告 】 李 岳と申します。福島大学大学院の１年生で再生可能エネルギ
ーを学んでおります。まず、良い事と良くない事の二つをご報告させていただきたい
と思います。一つ目は、今週の月曜日に父が心臓病で亡くなり、私もショックを受け
たのですが、家へ帰りたくても帰れない状況です。良い事は、先日、ＪＦＥエンジニ
アリングさんのインターンシップに合格しました。９月６日から１４日まで東京のＪ
ＦＥ本社で２週間のインターンシップへ行く予定です。このＪＥＦさんは、日本の中
でもかなり給料の高い会社です。歴史上、福大生が合格したことはなく、もし本当に
受かったら大変良い事だと思います。これからもよろしくお願いいたします。 
 奨学金の贈呈 



 クラブ協議会  
❂Ｓ・Ａ・Ａ 畠 隆章 副Ｓ・Ａ・Ａ 服部委員長が欠席ですので、副の畠より発表させていただきます。Ｓ・

Ａ・Ａの任務を認識し、会長、幹事、各委員長とも連絡を取り、コロナ禍の中、コロナ対策を取りながら、楽しい

例会になるよう心配りをしたいと思います。その目標達成するために、手落ちのない会場設営等、七つの項目を推

進いたします。一年間、よろしくお願いいたします。  
❂職業分類・会員増強・選考小委員会 千葉政行 小委員長 職業分類・会員増強・選考小委員長は鈴木正実小

委員長ですが、私が小副委員長を務めます。今４１名の会員がおりますが、一人１名の推薦をいただき、せめて５

０名にして、きたるべき周年事業を迎えたいと思います。鈴木小委員長の下、みんなで協力をして、会員増強に努

めてまいりましょう。今、コロナ禍で何もできませんが、飯坂地域のため、飯坂ロータリーのため、みんなで大き

くできればいいなと思っております。岳くんのお父さんがお亡くなりになったことを知らなかったので、ご愁傷様

でした。お父さんにも会いに行けないとお聞きし、早くコロナが終わればいいなという思いをしております。  
❂ロータリー情報小委員会 千葉政行 小委員長 今年はＲＩのニュースやガバナー月信、ロータリーの友など

何か良い話題がありましたら、抜粋をしてご紹介したいと思います。他のクラブでは、必ずロータリーの友から報

告するというクラブもありました。もっともっとロータリーを理解するために、菅野浩司小副委員長にも頑張って

いただき、みんなでロータリーの勉強を深めていきましょう。よろしくお願いいたします。 
 
❂親睦活動小委員会 吾妻一夫 小委員長 親睦小委員会では、計画書にも記載しましたが、クラブとして親し

みを持って親睦を深めることができるような活動を、村上会長、生田目幹事の指示を仰ぎながら、私と油井副委員

長、委員の皆さんで頑張って、参加しやすい計画を立案していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  
❂プログラム・出席小委員会 紺野容樹 小委員長 活動方針としましては、会長の基本方針に基づいて、例会

プログラムを企画してまいります。また、各委員会と連携を図り、各委員会活動の発表の場を設けると共に、移動

例会、夜間例会等、これはコロナが落ち着いたらですが、会員間及び会員家族の相互理解、親睦を図るプログラム

を取り入れ、魅力ある例会にしていきたいと思っております。活動計画としましては、ロータリー月間を背景にし

たプログラムを構成していきます。一年間頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  
❂公共イメージ・ＩＴ小委員会 渡邊哲也 小委員長 年次活動方針ですが、クラブ週報を継続して発行いたし

ます。本年度は村上会長のカラーであります赤を週報の題字にいたしました。活動方針について、会員とその家

族、みんなにクラブの活動の意味を広く伝え、理解と支援を促進します。年次活動計画ですが、先日オンラインで

参加させていただいた地区の研修で、パストガバナー等にいただいたご意見を参考に作成させていただきました。 
 
❂スマイリングボックス小委員会 中島定宏 小委員長 前年度目標が１００万円だったのですが、前年度同

様、スマイリング募金では、かなりの金額を皆様にご協力いただきました。ありがとうございます。今年度の活動

の詳細に関しましては年次計画書をご覧ください。私からお願いしたいことについて、来客来賓の時には「誰々様

をお迎えして」というようなスマイリングがありますが、今日の鈴木牧子会員の伊堂会員の誕生日へのスマイリン

グも非常に良い事だと思います。もっとプライベートな面で、小さな喜びでも、大きな喜びでも披露していただ

き、有効にご活用いただければ大変ありがたいと思います。ご協力をお願いいたします。 
 
＜地区とクラブに関するお知らせ＞ 佐藤真也 地区公共イメージ・ＩＴ副委員長 
今年度も地区の公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長を仰せつかり、地区の活動もさせていただきますが、クラブ

と地区について、若干皆様にお伝えしたいことがあり、お時間をいただきます。まず、地区の公共イメージ・ＩＴ

委員会からですが、福島民報、福島民友、両地方紙の社会面にロータリーのロゴマークとＱＲコードが載っている

のをご覧いただいていると思います。昨年１０月に相良委員長からお話をいただきましたが、ロータリーのロゴマ

ークの認知度が１４％ということもあり、これは一つの試みです。また、今年度の新たな事業として、ラジオ福島

さんの土曜日１１時５７分から１２時までの３分間、国際ロータリーで天気予報のスポンサーとなり、ロータリー

クラブの紹介をしております。第１、第３土曜日の隔週で流れますのでお聞きください。次にクラブの公共イメー

ジ・ＩＴへの取り組みですが、昨年度から飯坂ロータリークラブの公式ホームページを稼働しております。また、

先ほどもございましたが、西口のロータリーの観光案内板が今回リニューアルという運びになりました。「デジタ

ルサイネージ」と言って、液晶テレビのようなものを設置いたしました。液晶画面では、ロータリーの活動や福島

の観光案内、グルメや果物の紹介を順繰りスライドショーのように変わりながら表示しております。同時に向かい

側の待合室の看板もリニューアルしております。クラブのホームページでは、最新情報を皆様方に知っていただく

と同時に、クラブの情報を皆さんと共有できるツールだと考えております。Facebookでも発信しておりますので、

アカウントの登録とフォローもお願いいたします。最後に My Rotary について、飯坂ロータリークラブは現時点

で登録率１００%になっております。これは地区内でも数クラブしかありません。実は私が代理登録をしておりま

すが、実際に皆さんにログインして使っていただくのが本来の目的です。今後、My Rotary をご自分で見たり、読

んだり、ログインしたり、活用したい方は改めて私の方からご案内しますので、メールを送っていただき、その旨

を返信させていただきます。皆様にぜひご活用していただきたいと思います。     ◆閉会点鐘  会長 

 

 
 

■第２回理事会開催 7 月 8 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①2020-21 年度出席優良会員の表彰について ②2020-21 年度決算について ③スマイリングボックスについて 
 ④コロナ感染拡大によるスリランカ学友会への協力について ⑤8 月の例会プログラム ⑥その他 

《出席者》村上裕司、紺野容樹、石川邦俊、斎藤孝裕、吾妻一夫、伊堂里佳、菅野浩司、西山友幸、鈴木牧子、鈴木義明、渡辺達也、 
安斎忠作、佐藤真也、佐藤喜市郎 以上の会員 


