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第 3 回 [ 3075 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１７月２１日（木） 
                    出席委員会報告 

クラブ協議会 五大奉仕 
 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長                             
 

◆ロータリーソング 〔それでこそロータリー〕 小笠原尚史           
 
◆四つのテスト 高倉 玲 職業奉仕委員 
 
【 7月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

７月 ２３日 斎藤法子様（孝裕会員）       
 
∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 7月 28日 西山友幸 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◆会長の時間 

皆さんもご存知のように、またコロナの感染者がかなり増加しております。今までにない

発症率で、倍々と増加しているような感じで、芸能界やスポーツ界と様々なところで感染者

が増えております。我々もこれからどうしていくかと考えておりますが、そんな中で、７月

１８日に紺野幹事と地区研修委員会セミナーに行ってきました。講師として、寒河江ロータ

リークラブのパストガバナー鈴木一作先生をお迎えし、内容は会長の心得など、重点的にお

話をお聞きしてきました。例会は親睦と学びの場だということで、皆さんが忙しい時間に例

会に出て来て、楽しかったと感じ、何か求めることがあれば、それで良いということです。

昔から「例会は道場である」と言われており、学びの場として、そこから人との出会い、触

れ合いがあって、親睦を持って広がっていく、そして、奉仕の団体で奉仕活動をしていくと

いう順序になるということでやってきました。会長の時間というのは、それによって今日出て来て楽しかったの

か、つまらなかったのかという評価をされるのが会長ですので、そこをきちんと頑張ってやってくださいというこ

とで、セミナーを受けてまいりした。それでは、２０２１―２２年度の出席率１００％達成の皆さんを表彰したい

と思います。よろしくお願いします。またコロナ感染者がだいぶ出ておりますので、来週再来週を休会にしたいと

思います。ガバナー補佐訪問を８月１８日に変更し、８月２５日はガバナー公式訪問になっております。８月１１

日は休会となっております。その間にちょっと時間をとりまして、理事会は事務所で行う方向でおりますので、役

員の方はお願いしたいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 紺野容樹 幹事 
Ａ．メーキャップ報告 

７／１７  地区公共イメージ・ＩＴ委員会セミナー  高田 薫、佐藤真也 各会員 
７／１８  地区 2022-23 年度研修委員会セミナー  石川邦俊、紺野容樹 各会員 
７／１９  地区行事     佐藤真也 会員  

◆スマイリングＢＯＸ 伊堂里佳 小委員長 【合計２２ｓ】 
石川  邦俊 会員 ３ｓ 出席率１００％を頂いて                   紺野  容樹 会員 ３ｓ 出席率１００％表彰を受けて 
服部  裕一 会員 ３ｓ 出席率１００％がんばりました。           佐藤喜市郎 会員 ３ｓ 出席率１００％をいただいて 
鈴木  義明 会員 ３ｓ 出席率１００％表彰をいただき有難度うご座居ます。 

あ 千葉  政行 会員 ３ｓ ・職場奉仕委員会で会社訪問いただきましてありがとうございました。 

会員総数 39 名  

出席会員 27 名  

欠席会員 12 名 

出席率  69.23% 

  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 

 

佐藤  真也 会員 ２ｓ 早退おわび 
伊堂  里佳 会員 ２ｓ 初めて出席率１００％以上でした。何だかうれしいです。 

 

ロータリーソング      四つのテスト 

＜ ２０２１－２２年度出席率１００％表彰 ＞ 
１．安斎 忠作 会員 296.67％   ９．鈴木 義明 会員 146.67％ 
２．佐藤 真也 会員 226.67％  １０．吾妻 一夫 会員 140.00％ 
３．菅野 浩司 会員 220.00％  １１．服部 裕一 会員 136.67％ 

   村上 裕司 会員 220.00％  １２．鈴木 牧子 会員 130.00％ 
５．石川 邦俊 会員 176.67％  １３．渡辺 達也 会員 126.67％ 

生田目正志 会員 176.67％  １４．斎藤 孝裕 会員 123.33％  
７．紺野 容樹 会員 170.00％  １５．畠  隆章 会員 110.00％ 
８．佐藤喜市郎 会員 150.00％  １６．伊堂 里佳 会員 106.67％ 
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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 



 クラブ協議会（五大奉仕）  
❂職業奉仕委員会 渡辺達也 委員長 今年度の活動計画としまして、職業奉仕の精神は、職業を通して世のた

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。昨年の鈴木牧子委員長さんから福島北高校への出前講座という中で、学校の連絡をしていただい

たこともあり、なるべく早く学校側と連絡をして、意向を伺ってまいりたいと思っております。また、職場訪問に

関して、個人的に福島競馬場はいかがなものかと考えております。皆様のご協力を得まして、滞りなく行いたいと

思いますので、一年間よろしくお願いいたします。  
❂社会奉仕委員会 鈴木重忠 委員長 社会奉仕委員会の活動計画を発表させていただきます。活動内容は、地

域に根ざ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

等を実践していきたいと考えております。１．飯坂小学校太鼓クラブへの活動支援。２．飯坂舘ノ山公園の花もも

の里美化活動協力。３．福島北高ボランティアクラブ活動支援。４．福島北高校のＩＡＣ結成の研究。以上、４つ

の活動をしてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。  
❂国際奉仕委員会 鈴木牧子 委員長 今年度の方針ですが、飯坂八幡神社秋の例大祭に合わせて、外国の方々

に参加を呼びかけ、国際交流フェスティバルを催し、日本の伝統文化に触れて楽しんでいただきます。会員や家族

との交流も深めてまいります。また、国際理解を深める学びとして、例会に外国人講師を招き、スピーチを聴講い

たします。こちらもプログラム委員会の方達と相談しながら、私が親しくしているオーストラリア人をお迎えして

も良いかなと考えております。また、継続事業の１００円募金も継続いたします。その他、国際理解、親善、平和

のための事業を検討し、実施いたしますということで、できる範囲の英語での伝達などはできると思いますので、

もっと海外のことを知りたいということがあれば、どうぞおっしゃってください。よろしくお願いします。 
 
❂青少年奉仕委員会 安斎忠作 副委員長 西條委員長が欠席ですので、代わって副委員長の私が原稿を預か

っておりますので発表させていただきます。次世代の担い手となる地域青少年の健全な成長を心から願い、地域社

会の理解、国際的な感覚を有する次の事業を行います。インターアクトについて、インターアクトクラブ設立のた

めの事前検討及び準備をしていきたいと思っております。また、ライラ、青少年指導者育成プログラムの一つとし

て、地区ライラへの参加者を募集していきたいと思っています。青少年交換ですが、長期交換事業の実施及び短期

交換事業の検討をしていきたいと思っています。以上、コロナ渦の現在、飯坂ロータリークラブとしてできること

について、会員相互が意見を交換できる機会を設けていきたいと思っております。  
❂ロータリー財団委員会 渡辺哲也 委員長 ロータリー財団は、１００年以上前に創立されて以来、教育の

支援や持続可能な成果を生み出すプロジェクトに総額１４０億ドル以上の資金を提供してまいりました。本ロー

タリー財団委員会も、このロータリー財団の使命に沿って活動してまいりたいと思っております。具体的活動です

が、１．クラブ年次寄付目標１５０ドル以上といたします。２．ポール・ハリス・フェロー１名増。マルチプル・

ポール・ハリス・フェロー同じく１名増を目指します。ポール・ハリス・ソサエティにつきましては２人加入を目

標にしてまいります。また、ロータリー財団月間、世界理解月間、識字率向上月間を通じて、ロータリー財団への

理解と支援を呼びかけてまいります。また、各委員会と連携し、補助金プロジェクトへの参加を検討してまいりま

す。ポリオプラスにも貢献してまいります。最後に、ロータリーカード利用の推進に尽力してまいります。  
❂米山記念奨学会委員会 堀切孝敏 副委員長 西山委員長から預かった原稿をそのまま読ませていただきま

す。公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは、日本に在住している、または在籍している外国人留学生に対

し、日本全国のロータリアンの寄付金を財源とし奨学金を支給して、支援する民間の奨学団体です。普通寄付金５

千円、特別寄付金１万円ということですので、その達成のために努力をして、皆さんにお声掛けをするかもしれま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。また、奨学生の受け入れ、または奨学生と会員の交流を深めるため

に努めるということを目指して頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。  
❂戦略計画委員会 斎藤孝裕 委員長 戦略計画委員会は初めてなのですが、唯一感じたのは、会員皆様の協力

がないと運営できない委員会なのだろうと解釈しておりますということで、年次計画を申し上げます。国際ロータ

リーの戦略計画及び地区重点目標に基づき、クラブ活性化のために活動してまいります。４つの項目を掲げさせて

いただきました。１．会員の基盤の維持と強化。会員増強を常に意識しつつ、出席率の向上を図り、会員減少の防

止に努める。２．２０２２－２３年度ＲＩテーマ「イマジンロータリー」ロータリーでの私たちは持続可能な良い

変化を生むために、人々が手を取り合って行動するというビジョンの実現にはDEI（Diversity, Equity, Inclusion）

な文化を培うのが不可欠である。３．行動規範の遵守、ロータリーの中核的価値観、すなわち親睦、高潔性、多様

性、奉仕、リーダーシップに基づく行動を常に心がける。４．ロータリー賞への挑戦。今年度も引き続きロータリ

ー賞に挑戦いたします。以上、発表を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【会長卓話】皆さんにご報告いたします。私が飯坂ロータリークラブの第６５代の会長となりましたが、この機会に、

このロータリー旗と日の丸旗を新しくしたらいいのではないかというお話があり、理事会で決定いたしました。正絹の

下でちょっと良い物で作るということで発注しました。今度のガバナー公式訪問にはお披露目をしたいと思いますの

で、ご報告申し上げます。それから、事務所使用の件ですが、菅野浩司会員に「事務所使用承認申請書」を作っていた

だきました。事務所におきますので、各委員会さんはフルに活用していただいて結構です。使い終わったらこれに記入

しておいていただくと、こちらで把握できますので、ご協力をお願いいたします。 
 

◆閉会点鐘  会長 
 


