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回目

例会報告

令和３年 (2021）１７月１５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

クラブ協議会
◆開会点鐘

村上裕司

五大奉仕

会長

会員総数
出席会員
欠席会員
出席率

41 名
30 名
11 名
73.17%

＜2020-21 年度出席率 100％会員＞
11 位 菅野 浩司会員 205.88
12 位 佐藤喜市郎会員 179.41
◆四つのテスト 西條博之 職業奉仕副委員長
13 位 村上 裕司会員 173.53
14 位 佐藤 真也会員 170.59
15 位 斎藤 孝裕会員 167.65
◆お客様紹介 ❁2021-22 年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん
16 位 安斎 忠作会員 161.78
17 位 生田目正志会員 155.88
【 7 月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪
位 紺野 容樹会員 147.06
７月 ２３日 斎藤法子様（孝裕会員） ７月 ２６日 松﨑結花様（義将会員） 18
19 位 服部 裕一会員 132.35
10 位 吾妻 一夫会員 123.53
∮ 今週の誕生日
♬♬ ♬ ♬ ♬ 7 月 28 日 西山友幸 会員 ♫♫♫♫♫
10 位 石川 邦俊会員 123.53
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 位 西山 友幸会員 114.71
12 位 渡辺 達也会員 114.71
◆会長の時間
14 位 畠
隆章会員 108.82
先週、理事会が開催されましたので、そのご報告をさせ 15 位 千葉 政行会員 105.88
位 鈴木 牧子会員 100.00
ていただきたいと思います。2020-2021 年度の優良出席会 16
16 位 松﨑 義将会員 100.00

◆ロータリーソング 〔それでこそロータリー〕

員の表彰についてですが、１７名の方に本日記念品をお渡
ししながら表彰したいと思います。2020-21 年度の決算ですが、これにつきましても無事
終了いたしました。スマイリングボックスについてですが、他のクラブと比べて、飯坂ク
ラブはスマイリングの金額が非常に高いということで、協議をしましたが、本年度も無理
がないよう引き続きお願いをしたいということで決まりました。コロナ感染拡大によるス
リランカ学友会への寄付について、これにつきましては、他クラブさんと情報交換をしながら協議をしましたが、
飯坂クラブとして今回は見送りということにいたしました。８月の例会プログラムですが、後ほどプログラム小委
員長さんからご報告がございます。また、ネームプレートについて、不足している部分があり、最低限揃えるとい
うことで決まりました。以上、ご報告いたします。
◆幹事報告
Ａ．来

生田目正志 幹事

信 ❶2020-21 年度ガバナー事務所より

「ロータリー財団委員会資料一式」
「会員増強維持増強物語」

【 佐藤喜市郎会員よりお願い 】 私からのお願いは「ダメ。ゼッタイ。」運動へのご協力についてのお話です。飯
坂クラブさんには、毎年ご協力を賜りましてありがとうございます。先日、第一回の理事会でもご協力をしましょ
うという大変ありがたい結果をいただきました。この国連募金ですが、２５３０地区でも応援していただいており
ます。今週と２９日の２回ほど募金箱を回させていただきますので、無理のない範囲でご協力を賜りたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

◆プログラム・出席小委員会からのお知らせ 紺野容樹 小委員長
プログラム・出席小委員会からご報告申し上げます。先日、来月の出欠表を皆様にファックスでお流しいたしま
したが、送信した後に一部変更がございましたのでご報告を申し上げます。当初予定では、８月５日が渡辺賢司会
員のスピーチ予定だったのですが、５日と２６日のスピーチを入れ替えて、８月５日は吾妻一夫会員、８月２６日
が渡辺賢司会員となりましたので、スマイリングの際にはお名前を間違えないようにお願いいたします。
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[ 代表 菅野浩司 会員 ] 前年度の出席率１００％表彰ということで、素敵な商品
をいただきました。今回は１００％以上の出席者が１７名ということでいただきま
したので、受賞された皆さん、スマイリングボックスも忘れずにお願いしたいと思
います。この出席率ですが、例会以外にも、地区や分区の行事、委員会、理事会、
クラブ内の委員会なども出席をすれば、それも１カウントになります。皆さんご存
知だと思いますが、ロータリークラブ会員の三つの義務の中の一つとして、「例会
出席義務」というものもありますので、できる限り本年度１００％以上を目指して、
ご出席をいただければと思っております。ありがとうございました。

◆スマイリングＢＯＸ

堀切孝敏

小副委員長

【合計４６ｓ】

服部

裕一会員 ５ｓ 前回のクラブ協議会の欠席おわび 畠会員、私のＳ・Ａ・Ａの年間活動計画発表ありがとうございました。
出席率１００％表彰をいただいて！！
渡邉 宏 会員 ５ｓ しばらく休んでしまいました。
吾妻 一夫会員 ５ｓ 今日はお買い物ありがとうございました。
千葉 政行会員 ５ｓ １００％出席表彰に感謝します。
生田目正志会員 ３ｓ 出席率１００％表彰をいただきまして
村上 裕司会員 ３ｓ １００％表彰ありがとうございました。
菅野 浩司会員 ３ｓ 2020-21 年度出席率１００％表彰をいただいて。 佐藤喜市郎会員 ３ｓ 出席率１００％表彰
佐藤 真也会員 ３ｓ 出席率１００％表彰をいただきありがとうございました。
石川 邦俊会員 ３ｓ 出席率１００％表彰いただきました。来年も頑張ります。
川又 康彦会員 ３ｓ 出席率１００％の皆様、おめでとうございます。皆様を目標に頑張ります。
鈴木 正実会員 ３ｓ 前回欠席おわび 千葉さん申し訳ありません。
伊堂 里佳会員 ２ｓ 今年から青少年奉仕委員になりました。よろしくお願いいたします。夫にすてきなお花ありがとうございました。

クラブ協議会
❂クラブ奉仕第一委員会／戦略計画委員会 石川邦俊 委員長

クラブ奉仕第一委員会は、二つの小委員会で
構成されております。先週、各小委員会から発表がありましたので、その通りに活動してまいります。合わせて、
戦略計画委員会について、国際ロータリーの戦略計画及び地区の目標に基づき、クラブ活性化のために当委員会で
も効果的に活動してまいります。会員基礎の維持と強化として、クラブ会員を増員し、出席率の向上、退会防止に
も努めてまいります。これは例会が楽しくないと出席率も上がりませんので、皆さんと共に楽しい例会を作ってい
きたいと思います。また、今年もロータリー賞へ挑戦いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。

❂職業奉仕委員会 鈴木牧子

委員長 職業奉仕の精神は、職業を通じて世のため人のために尽くすことです。

さらに高い職業倫理を持って、自らの職業を実践し、自らを成長させながら奉仕を続けることです。委員会として
ロータリーの理念に基づいて活動し、職業奉仕の理解を深めてまいります。福島北高校への出前講座では、昨年の
西山委員長さんの体験を踏まえ、早い時期に学校側の意向を伺って実行いたします。また、職場訪問では、障害者
雇用もされておりますサン・ベンディングの千葉会員の職場を訪問させていただければと計画しております。

❂社会奉仕委員会

西山友幸 委員長 地域に根差した社会奉仕活動を行うため、地域社会のニーズや問題点
を分析し、より良い事業の立案や解決策の提案などを実践してまいります。飯坂小学校太鼓クラブの活動支援や飯
坂花ももの里の美化活動の協力、福島北高ボランティアクラブの活動支援、同じく北高のインターアクト制度の研
究などを考えております。皆様のご協力を得まして、滞りなく行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
❂国際奉仕委員会 渡辺達也

委員長 今年度の方針として、当委員会は、他国の人々と国際理解、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のっとり、国際奉仕、国際交流を実施してまいります。国際交流
フェスティバルは、今年も新型コロナの影響で開催不可となり、違う形での日本の文化、伝統に触れていただける
ような催しを企画し、国際交流を深めてまいります。また、外国人を例会にお招きしスピーチをしていただき、国
際親善、交流、親睦を図ります。継続事業として、毎例会に１００円募金を実施いたします。村上会長、生田目幹
事年度の中で、指示に忠実に従い張り切ってやっていきたいと思いますので、一年間よろしくお願いいたします。

❂青少年奉仕委員会

伊堂里佳 委員長 青少年奉仕委員会の活動として、職業奉仕委員会と共に福島北高で
の出前教室や社会奉仕委員会と共に飯坂小学校太鼓クラブへの支援を行います。私が考えたことですが、同地域で
の小学校と高校への支援活動はありますが、現在、中学校への支援活動がないので、中学校で何かできることがあ
ればと考えております。インターネットが普及し、子供たちが携帯を持つことで、いじめなどに大きく影響してい
ると考えられます。このコロナ禍の中、実現できるかわかりませんが、
『魂の出前教室』というような心を鍛える、
何かそういう熱くお話ができる方がいらっしゃれば、中学校に行って講演をするということも楽しいのではない
か考えております。今年も一年、よろしくお願いいたします。
❂ロータリー財団委員会

堀切孝敏

委員

前年度と同様に、一人当たり１５０ドルをなるべく早く納めたい
と思っておりますのでご協力をお願いいたします。ポール・ハリス・フェロー並びにマルチプル・ポール・ハリス・
フェローでは、昨年は多くの会員の方にご協力をいただきありがとうございました。今年も最低でも２名の方にご
協力をいただきたいと思います。また、各委員会として地域の皆さんに何か奉仕活動を行いたい場合、地区の予算
を使うこともできますので、早め早めに計画を立てて、今年計画して今年中にということは無理ですので、その時
その時の各委員長さん、よろしくご協力をお願いいたします。

❂米山記念奨学会委員会

佐藤喜市郎 委員長 堀切会員からもございましたロータリー財団、それから米山
奨学会は、ロータリアンにとって大事だと言われております。あらゆる奨学金の制度がありますが、日本ではおそ
らく一番の高額支給だと思っております。それはロータリアンの方々が、米山奨学金について、米山梅吉翁の意向
をみんなでよく理解されて、ご協力いただいているからこそ、この制度が継続できているのだと思います。米山奨
学生について、私の実感ですが、皆さん優秀で人格者でもあります。本当に長いお付き合いをしても、全く遜色の
ない立派な方だと思っております。この寄付金についてですが、普通寄付金と特別寄付金があります。地区の強い
要望がなければ、飯坂ロータリークラブとして、今年は皆さんに特別寄付 10,000 円、普通寄付 5,000 円をお願い
したいと思っております。これは出す人だけが出して、あとは知らぬ存ぜぬではなく、皆さんで支えたいと考えて
おるからです。また、毎年 10,000 円ずつを寄付し、十年が過ぎると米山功労者になります。これは積み立てと同
じですので、なるべく早くからご協力を賜りたいと思っております。本当に特別の特別なことは、飯坂ロータリー
クラブでは、前会長さんのご判断、それから現会長さんのご協力があり、独自で奨学金制度を設けさせていただき
ました。皆様方は 2530 地区で一番、この奨学金制度に対してご理解のあるクラブだと私は思っております。飯坂
ロータリークラブの奨学生である李岳君、ぜひ頑張ってください。時間のある時には、会員の皆さんの会社を訪問
するなど、お手伝いをしていただければ、なお交流を深めることができると思います。よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。
◆閉会点鐘
会長

