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第 2 回 [ 3074 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１７月１４日（木） 
                    出席委員会報告 

黙祷 ７月８日にお亡くなりになりました故安倍晋三元総理大臣の 

ご冥福をお祈り申し上げます。  

クラブ協議会 クラブ奉仕 
 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔我らの生業〕 白岩裕和            
 
◆四つのテスト 鈴木正実 職業奉仕副委員長 

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

先ほど黙祷していただきましたが、大変な事件が起き 

まして、日本でもこういう事件が起きるのだなと思いま 

した。今までにはない日本の大事件ということになると思います。ここに哀悼の意を表し、
ご冥福をお祈りしたいと思います。以前、お話をしましたように、退会された渡邉宏先生
を名誉会員に推薦したらどうかということで、お願いに行ってまいりましたら、快くご承
諾を得ましたので、これから感謝状を作成し、役員の方とお持ちしたいと思っております
ので、皆さんにご報告を申し上げます。また、先日の新聞に村上前会長がＪＡ自動車自賠
責代理店の最優秀賞を受賞された記事が掲載されました。１３年連続だそうで、誠におめ
でとうございます。今後とも、会社発展のために頑張っていただきたいと思っております。

それから、飯坂ロータリークラブのゴルフ愛好会ということで、これはロータリー行事には入っておりませんが、
菅野浩司会員にお骨折りいただいて、第１回を行いました。今後続くかどうか、皆さんの心がけ次第だと思います
ので、開催する時には参加していただくようお願いいたします。 
 
◆幹事報告 紺野容樹 幹事 
Ａ．来 信 

  ❶国際ロータリー日本事務局より                ❷ガバナー 佐藤正道 氏より 
「７月のロータリーレートの案内」１ドル１３６円(現行１２７円) 「地区・クラブ規定委員会セミナー開催の案内」 

❸福島しんたつロータリークラブより         と き ８月７日（日）１３：３０～１６：００ 
 「2021-22年度新会員オリエンテーション会計報告」       ところ 福島県農業総合センター 

 

◆「ダメ。ゼッタイ。」普及運動へのご協力のお願い 佐藤喜市郎会員 

今年度も「ダメ。ゼッタイ。」運動のお願いをさせていただきます。昨年は飯坂ロータリー
クラブのご厚意もあり、福島県は全国で２番目になりました。２５３０地区はもちろんです
が、日本のロータリーでも後押しをしておりますので、皆さんの許せる範囲でご協力をいた
だければ大変ありがたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 堀切孝敏 委員 【合計２４ｓ】 

村上  裕司 会員 １０ｓ ロータリーに入会させていただき１０年になりました。この度、ＪＡ共済福島県一位をいただきました。 
ありがとうございました。 

安斎  忠作 会員   ５ｓ 石川年度の始まりを祝って 前会欠席おわび 
斎藤  孝裕 会員   ５ｓ 本年度もよろしくお願い致します。前回欠席お詫び。 
西條  博之 会員   ３ｓ 家内にすてきなお花ありがとうございました。 
千葉  政行 会員   １ｓ ・前回欠席おわび  

 クラブ協議会（クラブ奉仕）  
❂Ｓ・Ａ・Ａ 佐藤真也 正Ｓ・Ａ・Ａ 会場監督Ｓ・Ａ・Ａということで、昨年度に引き続き、特に大きく変
わった方針はございませんが、若干、コロナの感染拡大を踏まえまして「感染症拡大状況に応じて、検温や手指の
消毒、マスク着用等必要な感染防止対策、または、合わせてオンライン例会等の検討というのも必要となってくる
かと思いますので配慮したいと考えております」という項目を追加させていただいております。また、時代の変化
に応じて、クールビズも許容される時代となり、新しい会員の皆様をある程度寛容に受け入れるという、ＲＩの方

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 

 

ロータリーソング  四つのテスト 

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 

針に則り、仕事の都合や事情、時間的な余裕など、やむを得ず作業着等のままの例会出席というのも許容すべきと
考えております。原則的にはある程度きちっとした格好で、皆様には例会に臨んでいただきたいという方針は変わ 



っておりませんので、何卒よろしくお願いいたします。今年度もよろしくお願いいたします。  
❂クラブ奉仕第一委員会／職業分類･会員増強・選考小委員会 斎藤孝裕 クラブ奉仕第一委員長 今年度
も会員増強を最重要課題として取り組み、また、クラブの活性化と共に地域の活性化にも貢献できるクラブにして
まいりたいと思います。また、ロータリー情報小委員会では、ＲＩテーマに基づく取り組みの理解を深めていただ
くために、会員の皆様へ様々な情報提供を行い、ロータリーの本質を共に学びながら、魅力あるクラブづくりに努
めてまいります。白川小委員長欠席により代わりに発表させていただきます。地域社会に奉仕し、ロータリー財団
を支援し、クラブレベルを超えたロータリーのリーダーを育成することができるかどうかは、クラブの会員基盤の
規模と強さに直接関係してきます。委員会の役割と責務を皆様に理解していただき、クラブ発展のために目標達成
できるように、全員で会員増強活動計画を実行していきましょう。以上、よろしくお願いいたします。  
❂ロータリー情報小委員会 菅野浩司 小委員長 活動方針としましては、会員のロータリーに関する知識と
理解をより一層深めるために、様々な情報提供に努めることを活動方針とさせていただきます。具体的に活動計画
は３つ挙げさせていただきました。１．新入会員オリエンテーションやクラブ内の勉強会を企画しまして、ロータ
リークラブへの理解を深めてもらうようにしたいと思っております。２．ロータリーの友、ガバナー月信等から必
要な情報を摘録し、例会で発表し、情報提供に努めます。３．「メーキャップツアー」というものを企画しまして、
他クラブの例会に数人でお邪魔する。これによって他クラブの例会等からロータリークラブに関する理解を深め
ていただきたいと思っております。  
❂クラブ奉仕第二委員会／スマイリングボックス小委員会 生田目正志 クラブ奉仕第二委員長 各委員会
の活動を積極的にフォローして、コロナ禍であっても、より良い活動計画作成と事業活動ができるように努めてい
きたいと思います。さらに、スマイリングボックス小委員会においては、具体的な奉仕内容を皆様にご理解いただ
いて、より良い募金活動となるように努力をしてまいります。続けて、スマイリングボックス小委員会の委員長が
欠席のために、副委員長の生田目が発表いたします。スマイリングボックスはロータリーの特有の募金制度であ
り、親睦から奉仕へのロータリークラブの本質を具現化するための重要な制度です。前年度はコロナウイルス等の
騒ぎで休会等も多い中、１００万円以上オーバーしました。ありがとうございました。今年度もコロナの影響もあ
り、また休会も多くなりそうな気がしますが、目標を１００万円といたします。皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。  
❂親睦活動小委員会 油井明則 小委員長 今年度の活動方針ですが、まずは充実した活動を通して、ロータ
リークラブ会員同士の良好な関係をつくるということですが、コロナ禍にありますので、やはり会員家族の信頼と
絆を深めことができるよう努力をしていきたいと思っております。次に委員会の活動方針ですが、４つ基本的にあ
ります。１．一人でも多くの会員、これもご家族様が参加できるように、安心安全を考えた魅力ある企画運営を考
えていきたいと思います。２．楽しい委員会運営になるよう、なるべく多くの委員の方に参加をしていただけるよ
うな委員会を開いて、会員同士の親睦も深めていきたいと思います。３．他クラブとの交流・親睦ができるよう、
なるべく努めていきたいと思っております。４．クラブ例会等への来訪者に対しては無論のこと、こちらも会員、
ご家族様に参加していただけるよう、感謝の気持ちを持って、温かく迎えられるように努めていきたいと思いま
す。今年の親睦活動テーマとして、やはり会員、そしてご家族様から信頼して参加していただけるような親睦活動
にしていきたいと思っておりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。  
❂プログラム・出席小委員会 菅野浩司 小委員長 プログラム・出席小委員会の活動方針は、会長の基本方
針に基づきまして、例会プログラムを企画していきたいと思っています。また、各委員会と連携を図りまして、各
委員会活動の発表の場を設けると共に、移動例会、夜間例会と会員間の親睦を図るプログラムを取り入れ、毎回魅
力ある例会にしていきたいと思っています。具体的な活動計画は、１．ロータリー月間を背景としたプログラムを
構成します。２．多くの会員に公平に順番が回るように卓話を企画します。３．夜間例会を組み入れまして、親睦
の絆が強まるよう努めます。４．各委員会と連携を図り、各種行事等の日程調整に努めてまいります。  
❂公共イメージ・ＩＴ小委員会 渡辺哲也 小副委員長 委員長に代わりまして、ご報告いたします。年次活
動方針ですが、クラブ週報の発行、ＨＰへの情報掲載の充実を図り、会員とその家族、地域住民等、より広くクラ
ブ活動の理解と支援を促進します。また、My Rotaryの登録を推進すると共に、時代のニーズに沿う形でのＩＴや
SNS の活用に取り組み、会員一人ひとりの意識掲揚、成長と公共イメージの向上を図っていきます。続きまして
活動計画ですが、１．クラブ週報およびＨＰはクラブ活動の記録と外部への広報目的とし、例会の様子や会員個人
の活動を取り上げます。また、内容の充実を図り、わかりやすく関心が持てるように作成していきます。２．クラ
ブ活動をより多くの人々に周知させるために、メディアの発信を強く意識し、積極的に活用し、従来以上にクラブ
の取り組みの発信を目指します。３．ＩＴデジタル化の推進、SNS や Zoom の活用など、会員の相互理解を得な
がら、着実に推進してまいります。 
 
【新役員挨拶】 
斎藤孝裕 会長エレクト 前回欠席、大変申し訳ございませんでした。改めまして、本年度会長エレクトとして会
のために尽力したいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
鈴木重忠 社会奉仕委員長 前回の第１回目の例会を欠席してしまいまして大変申し訳ありませんでした。今年
度、社会奉仕委員長として石川会長、紺野幹事のもと、身を粉にして働きたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。                                    ◆閉会点鐘  会長 
 

 ■第２回理事会開催 7月 14日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①2021-22 年度出席優良会員の表彰について ②2021-22 年度決算について ③家族同伴納涼夜間例会について ④県北第二分区
共同事業（スポ GOMI）について ⑤２／１６（木）福島 RCとの合同例会について ⑥８月のプログラム ⑦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、鈴木重忠、鈴木義明、渡辺賢司、 
渡辺達也、油井明則、服部裕一、佐藤喜市郎 以上の会員 


