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第 1 回 [ 3073 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１７月１７日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長                             
 
◆国歌斉唱 ◆ロータリーソング〔奉仕の理想〕服部裕一            
 
◆四つのテスト 渡辺達也 職業奉仕委員長 

 
◆お客様紹介  

❁善方邦雄 様 二本松あだたらＲＣ【職業分類：葬祭業】 
❁2021-22年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

今日から２２年度２３年度の飯坂ロータリークラブが新たに 

発足するわけですが、皆さんと一緒に作るロータリーですので、楽しくやっていきたいと思い
ます。皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。まずもって、前村上会長、生田目
幹事、長い間ご苦労様でした。これからは、私石川と紺野幹事が飯坂の６５年の歴史に恥じな
いように頑張ってやっていきたいと思います。会長の第１回目の仕事として、７月４日に民報
民友新聞社を表敬訪問してまいりました。その時にも活動方針を聞かれたのですが、私は今年
国際フェスティバルを必ずやりたいと考えておりますので、皆さんのご協力をお願いいたしま
す。また、鈴木牧子会員にもお世話になりまして、喜市郎会員の所に新事務所も完成しました。
委員会を開けるようなスペースになっておりますので、是非、委員長さん方は委員会を開いて、

みんなで相談をして進んでいきたいと考えておりますので、皆さんと楽しくやるということを優先に考えていた
だきたいと思います。皆さんのご協力のもと、一生懸命頑張りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 紺野容樹 幹事 

２２-２３年度、飯坂ロータリークラブの幹事を仰せつかりました紺野容樹です。石川会長をバックアップして、

飯坂ロータリークラブが益々盛り上がっていくように、力が足りないかもしれませんが、一生懸命頑張ってまいり

ますので、一年間、皆さんのお力を貸してください。よろしくお願いいたします。 
 
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 
  ❶ガバナー 佐藤正道 氏より 

「地区公共イメージ・ＩＴ委員会セミナー開催の案内」オンライン 
  と き ７月１７日（日）１３：００～１６：００ 
「地区ロータリー財団[クラブ活性化ワークショップ]開催の案内」 
と き ７月３１日（日）１０：３０～１６：００ 
ところ ユラックス熱海 

   「2022-23 年度公共イメージ・ＩＴ委員会副委員長任命状」 佐藤真也 会員 
❷パストガバナー 志賀利彦 氏より 「地区運営規定改定について」 

あ ❸2021-22 年度公共イメージ・ＩＴ委員会より 
 「マスコミ各社トップリーダーインタビュー冊子」２冊 

Ｃ．メーキャップ報告 
６／２５・２６ 地区行事（第４回ガバナー補佐会議）安斎忠作会員 
７／３     地区行事（前期地区委員会総会）  佐藤真也会員 
７／４     新聞社表敬訪問          石川邦俊、紺野容樹 各会員 

 

会員総数 39 名  

出席会員 28 名  

欠席会員 11 名 

出席率  71.80% 

  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   佐 藤 正 道 

ガバナー補佐  網 代 智 明 

会   長     石 川 邦 俊 

幹   事     紺 野 容 樹 

       

 

 

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 

 

新旧会長・幹事バッチの交換（贈呈） 

奨
学
金
の
贈
呈 

＜新会員紹介 善方邦雄 様＞ 飯坂ロータリークラブの訪問はこれで２回目でしょうか。前回は、退
会した中島定宏会員の入会時にお伺いしました。今度はうちの会社の若手の女性です。皆さん、よろ
しくお願いいたします。私も二本松あだたらクラブのチャーターメンバーで、３０周年の実行委員長
を仰せつかっております。あだたらクラブも今４０名の会員数を維持しておりますが、なかなか新会
員を見つけてくるのが容易ではありません。ロータリーは誰かのために役に立って、誰かのために働
くことが理念でありますので、今紹介します石黒をどうぞよろしくお願いいたします。 
 
＜バッチの贈呈 石黒智子 新会員 挨拶＞ ほうりん福島平野斎場の石黒智子と申します。何もわ
かりません。皆様方、一つ一つ教えていただき、ご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。お世話
になります。 
 

地区スローガン 

情熱 行動 

感動 共有 
地区重点目標 
１．DEI を取り入れ
た会員増強拡大 
２．よりインパクト
のある奉仕 
事業の実践 

３．活動の情報 
発信 

４．ネットワークの
構築 

5.ポリオ撲滅 

地区公共イメージ・ＩＴ副委員長 
佐藤真也 会員 

石黒智子新会員 

任
命
状
伝
達 



◆スマイリングＢＯＸ 伊堂里佳 小委員長 【合計１００ｓ】 
石川  邦俊 会員 １０ｓ 会長、幹事として一年間宜しくお願い致します。ガンバります！ 
千葉  政行 会員 １０ｓ 石川会長・紺野幹事一年間宜しくお願い致します。石川会長一年間全力投球でお願い致します。ロータリー会長 

を人生の集大成にするつもりで頑張ってください。飯坂ロータリー全会員が一致団結して応援しております。 
紺野  容樹 会員   ５ｓ 飯坂ロータリークラブ幹事として一年間がんばります。よろしくお願いします。 
村上  裕司 会員   ５ｓ 石川会長、一年間宜しくお願いします。紺野幹事、一年間宜しくお願いします。 
生田目正志 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事の船出を祝して １年間お世話になります。 
鈴木  義明 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事年度を祝して 
服部 裕一 会員   ５ｓ 石川・紺野丸の船出を祝って 1年間“ちんぼつ”せぬようがんばって下さい。 
佐藤喜市郎 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事、今年度宜しくお願いします。ほうりんの石黒様入会よろしくお願いします。 
吾妻  一夫 会員   ５ｓ 石川丸の船出を祝って 
佐藤  真也 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事年度の門出を祝して 今年度もよろしくお願いいたします。 
菅野  浩司 会員   ５ｓ 新年度スタートを祝して！ 石川会長、紺野幹事よろしくお願いいたします。 

あ鈴木  重忠 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事１年間よろしくお願いします。 本日欠席おわび 
油井  明則 会員   ５ｓ 石川会長、紺野幹事一年間よろしくお願いいたします。 
鈴木  牧子 会員   ５ｓ 新体制、よろしくお願いします。 
堀切  孝敏 会員   ３ｓ 新会長等の役員の皆様、がんばって下さい。 
小笠原尚史 会員   ３ｓ 石川会長さん、紺野幹事さん、一年間よろしくお願いします。 

あ伊堂  里佳 会員   ３ｓ 本年度初めてのちこくおわびとして 今年一年間よろしくお願いします。 
渡辺  達也 会員   ３ｓ 石川会長、紺野幹事一年間よろしくお願い致します。 
西山  友幸 会員   ３ｓ 石川さん、紺野さん一年間宜しくお願いします。 
西條  博之 会員   ３ｓ 石川会長、紺野幹事よろしく御願いします。 
白岩  裕和 会員   ２ｓ 今年度もよろしくお願いいたします。 

 

 新 役 員 挨 拶  
【副会長】 生田目正志 会員 幹事が終わりまして、引き続き副会長を仰せつかりました。石川会長ならびに紺野
幹事のもとに、少しでもサポートできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。  
【会 計】 渡辺賢司 会員 前年度に続きまして、今年度も会計を務めさせていただきます。昨年度はコロナの影
響で、例年よりは通帳の中身があまり動かず、無駄遣いせず、お金が溜まってきたのかなと思いますので、良い意
味で今年は適正にお金を使っていただいて、盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。  
【S・A・A】 佐藤真也 会員 昨年度までは、Ｓ・Ａ・Ａの鏡、Mr.ロータリアンの服部大先輩が務めており、私
で務まるか不安ではありますが、これまで通り、品位と格式のある例会運営、かつ皆さんと楽しく過ごせる時間と
なるよう努めてまいりたいと思いますので、皆様のご協力、一年間よろしくお願いいたします。  
【副幹事】 菅野浩司 会員 副幹事は２回目になります。大変光栄であると共に、４年後に向けて、大変身が引き
締まる思いであります。副幹事は、幹事に何かあった時に代理を務め、また、石川会長はじめ紺野幹事、役員の皆
さんをサポートしていくような立場であると思っております。一年間よろしくお願いします。  
【職業奉仕委員長】 渡辺達也 会員 前年度の鈴木牧子会員からアドバイスをいただき、今まで通りにスムーズ
な運営ができるようにやっていきたいと思っております。石川会長や紺野幹事の指示を仰ぎながら、一年間、微力
ではありますが頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  
【国際奉仕委員長】 鈴木牧子 会員 今年、石川会長が国際交流フェスティバルを頑張りたいとおっしゃってお
りますので、石川会長を盛り上げるように頑張っていきたいと思います。今年は女性のＲＩ会長ですので、女性会
員の私たちも一丸となって、力を尽くしていきたいと思います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。  
【青少年奉仕委員長】 西條博之 会員 今年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました西條です。遅刻、欠席、早
退等で迷惑をかけるかもしれませんが、皆様のアドバイス、ご指導を仰ぎながら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。  
【親睦活動小委員長】 油井明則 会員 昨年度は親睦副委員長として携わらせていただきました。吾妻委員長の
覚悟を持った活動ということを本当に目の当たりにして、勉強させていただきました。飯坂ロータリークラブの親
睦が深まるように、一年間頑張っていきたいと思いますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。  
【直前会長】 村上裕司 会員 昨年は大変お世話になりました。今年は皆さんにご恩返しができるように、全力で
ご協力をさせていただきたいと思います。国際交流フェスティバルを石川会長が目標に掲げておりますので、李岳
君にもご協力いただき、楽しく盛り上げていただきたいと思っております。今年一年お世話になります。  
【直前幹事】 生田目正志 会員 直前幹事ということで、去年は大変皆さんお世話になりありがとうございまし
た。今年も変わらぬご協力を紺野幹事にお願いして、飯坂ロータリークラブを皆さんで盛り上げていきたいと思い
ますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。  
【会計監査】 佐藤喜市郎 会員 会計監査ということでお話をさせていただきます。会計監査は難しくはありま
せん。皆様方の活動を期待しております。ただ活動が終わった時には間違いない計算をしているか、その目だけは
光らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。一年間よろしくお願いいたします。  
【地区公共イメージ・ＩＴ副委員長】 佐藤真也 会員 飯坂ロータリークラブから今年度地区役員として地区に
行くのは私一人という状況ですが、クラブと地区の橋渡し、“つなぎ役”として役目を果たさせていただきたいと思
います。また、クラブでは今年度、高田薫公共イメージ委員長のもと、クラブのＩＴ化、様々な情報発信によって、
公共イメージの向上について、全員にご協力をいただきたいと考えております。最近、地区役員が少ない状況が続
いておりますので、地区からお願いがあった場合には、ロータリーに「ＮＯ」はございませんので、積極的にお引
き受けいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

中野哲郎(前会員)・純子様より 
御礼 ３０，０００円 

【会長卓話】 事務所の鍵は丹野さんと喜市郎会員、現会長が預かりましたので、事務所を使う時はご連絡をいただけ
れば開けるようにいたします。また、前村上会長のご意見で、使用する規定を理事会で協議しました。是非、委員会等で
活用していただいて、各委員会で立派な活動ができるように、皆さんのご協力をお願いしたいと思います。自由に使っ
ていただいて、飲み物も用意してあります。足りなくなったら油井さんに補充をお願いしておりますので、ご活用をお願
いしたいと思います。 
 

〔2021-22年度１００円献金〕 
合計５３，７８４円 

ご協力ありがとうございました！ 

◆閉会点鐘  会長 
 


