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第16回 [ 3088 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１１月２７日（日） 
                    出席委員会報告 

 24 日例会振替  
 

国際交流フェスティバル 
 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長            
 
◆ロータリーソング 〔手に手つないで〕 生田目正志            
 
◆四つのテスト 鈴木重忠 会員 
 
◆お客様紹介  
あ❁福島グローバルＲＣ 鈴木美恵子 様  ❁2021-22 年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 
あ❁佐藤新一 様（佐藤喜市郎会員友人）  ❁矢口洋子 様（鈴木牧子会員友人） 
あ❁ケイショウゲン 様  他１６名 
 
【 11月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１１月 １６日 堀切 順子様（孝敏会員）  １１月 １９日 渡辺真紀子様（達也会員）  
１１月 ２０日 鈴木 香あ様（重忠会員）  １１月 ２３日 西山 弘子様（友幸会員）  

 
∮ 今週の誕生日    ♬♬ ♬ ♬ ♬  11 月 16 日 安斎 忠作 会員   ♫♫♫♫♫ 

 
◆会長の時間 

皆さん、こんにちは。今日は何をお話ししようかと思っていたのですが、短い時間ですの

で簡単にご挨拶申し上げます。まずもって、１１月は通常の例会がなく、また、地区大会にご

参加をいただいた会員の皆さん、本当にありがとうございました。今日はこれから国際交流

フェスティバルということで、国際奉仕委員の皆さんには、朝早くからご準備をいただきま

して、誠にありがとうございました。この国際交流フェスティバルですが、私が会長になっ

た時に、鈴木委員長とぜひやりたいということでお話をしましたところ、飯坂けんか祭りも

３年ぶりに復活をしたのですが、時期的にちょっとずれまして、今日の日となりました。私

も何かやらないと終われないなと思っておりましたので、鈴木牧子会員には委員長として大変お世話になり、あり

がとうございました。本当は飯坂のお祭りを一緒にやるところでしたが、今回はお神輿も作りましたので、ご参加

の１８名の奨学生、留学生の皆さんには、ぜひ担いでいただいて、お祭り気分を味わっていただきたいと思いま

す。そして、それぞれの故郷にお帰りになった時に、飯坂で参加したという思い出作りをしてもらいたいと思って

おります。今日は一日、会員の皆さんと楽しく過ごしてください。 
 
◆幹事報告 紺野容樹 幹事 
Ａ．来 信 

  ❶ガバナー 佐藤正道 氏より            「地区大会参加のお礼」 
「2022-23 年度補助金管理セミナーの案内」      「ロータリーリーダシップ研修会第５期パートⅢ開催の案内」 

  と き １２月３日（土）１４：００～１６：００  と き １２月１８日（土）９：００～１６：３０ 
  ところ 郡山ユラックス熱海            ところ 郡山ユラックス熱海  

◆スマイリングＢＯＸ 渡辺達也 会員 【合計６５ｓ】 ※ 全額国際奉仕委員会の活動に使用いたします。 
安斎  忠作 会員１０ｓ 国際交流フェスティバルの開催を祝って 先日の地区大会、欠席して申し訳御座いません。 
鈴木  牧子 会員１０ｓ 本日のイベント、みなさまのご協力ありがとうございます。Thank you for your participation! 
石川  邦俊 会員  ５ｓ 国際奉仕委員のみなさんご苦労様です。みなさんで楽しみましょう。 
畠    隆章 会員  ５ｓ 国際交流神輿の復活を祝して          佐藤喜市郎 会員  ５ｓ 国際交流フェスティバルを祝して 
吾妻  一夫 会員  ５ｓ 国際交流フェスティバルを祝して        佐藤  真也 会員  ５ｓ 外国人の皆様をゲストにお迎えして 
村上  裕司 会員  ５ｓ 国際交流フェスティバルを祝して        千葉  政行 会員  ３ｓ 国際交流フェスティバルを祝して 
紺野  容樹 会員  ３ｓ ３年ぶりの国際交流フェスティバルを祝して   堀切  孝敏 会員  ３ｓ 家内に誕生祝いをいただいて。 
生田目正志 会員  ３ｓ 国際交流フェスティバルを祝して        佐藤  新一 様より お酒 

あ 油井  明則 会員  ３ｓ 国際交流フェスティバルの開催を祝して。 

会員総数 39 名  

出席会員 20 名  

欠席会員 19 名 

出席率  51.28% 

  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 

 

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 

１１月はロータリー財団月間 

ロータリーソング   四つのテスト 

◆閉会点鐘  会長 
 

神輿の準備 



【鈴木牧子 国際奉仕委員長 挨拶】  

みなさん、こんにちは。今日は、ようこそおい
でくださいまして、ありがとうございます。室内
での「国際交流フェスティバル」開催は、私たち
飯坂ロータリークラブでも初めての試みとなり
ます。こうして開催できますこと、大変感謝いた
します。世界のいろいろな国からここに集まって
くれたご縁をとてもうれしく感じます。今日は、

朝早くから「神輿組み立てチーム」がご尽力くださいました。参
加の皆さんと共に敬意を表したいと思います。ありがとうござい
ました！（拍手）本日は、どうぞ楽しんでいってください。それ
ではここからは、国際交流フェスティバルになります。各国から
のお客様が来ておりますので、日本語と英語と両方でやります。
よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島北高等学校 [出前教室] Zoom 開催 11 月２２日（火）１４：３０より 

＜講師＞・斎藤孝裕 会員 信陵建設㈱代表取締役社長 

       テーマ  「未来へ」 

    ・渡辺哲也 会員 県議会議員  

       テーマ  「挑戦・チャレンジ」 

＜参加者＞石川邦俊 会長、紺野容樹 幹事、 

渡辺達也 職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

勇壮な 

飯坂太鼓を披露！ 

■第６回理事会開催 11 月 10 日（木）12：00～「吉川屋」 

《内 容》①地区大会及び親睦小旅行について ②国際交流フェスティバルについて ③家族同伴忘年会について 
あ    ④ロータリー財団（財団の友）の寄付について ⑤１２月の例会プログラム ⑥その他 
《出席者》石川邦俊、紺野容樹、斎藤孝裕、生田目正志、菅野浩司、村上裕司、佐藤真也、鈴木牧子、鈴木義明、 

渡辺賢司、渡辺達也 油井明則 以上の会員 

■2022-2023 年度指名委員会開催 11 月 24 日（木）18：30～「遊乃里」 

《内 容》2023-24 年度役員・理事  
《出席者》石川邦俊、紺野容樹、斎藤孝裕、生田目正志、菅野浩司、佐藤真也、安斎忠作、吾妻一夫、千葉政行、 

畠 隆章、佐藤喜市郎、鈴木義明、渡辺賢司 以上の会員 
 

親睦を深めて 

 


