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第 4 回 [ 3076 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１８月１８日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  斎藤孝裕 会長エレクト                             
 
◆ロータリーソング 〔奉仕の理想〕 服部裕一           
 
◆四つのテスト 渡辺賢司 職業奉仕委員 

 
◆お客様紹介  

❁県北第二分区ガバナー補佐 網代智明 様 福島東ＲＣ【職業分類：仏教】 

❁県北第二分区幹事     佐藤悦夫 様 福島東ＲＣ【職業分類：介護業】 

❁県北第二分区幹事     征木 茂 様 福島東ＲＣ【職業分類：ガス設備及び空調メンテナンス】 

❁2021-23年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 
 
【 8月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

８月 ６日 西脇聡美様（徳幸会員）  ８月１４日 白川明美様（敏明会員）  ８月１８日 吾妻洋子様（一夫会員）  
 
∮ 今週までの誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 8 月 14 日 西條博之 会員 8月 10 日 渡辺哲也 会員 

8 月 20 日  石川邦俊 会員 8 月 24日 千葉政行 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長エレクトの時間 斎藤孝裕 会長エレクト 

本日は会長が所用により遅刻、代理の生田目副会長は欠席により、会長エレクトの私

が本日は務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず始めに、県北第二

分区ガバナー補佐網代智明様はじめ、分区幹事佐藤悦夫様、同じく分区幹事征木茂様、

当例会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。それではまずご報告ですが、

本日から国旗とクラブ旗が新しい旗に変わっておりますのでご報告申し上げます。また

「ダメ。ゼッタイ。」運動への協力を再度お願いいたします。引き続き、理事会報告で

すが、2021-22 年度の決算について、県北第二分区佐藤正道ガバナー歓迎晩餐会につい

てなどの議題がございました。会長エレクトのスピーチですが、このコロナ禍、第７波

ということで、３年以上になりますか、本当にある意味慢性化して、どこでうつっても

おかしくないという状況の中です。そんな中で、８月は７７回目の終戦記念日を迎えましたが、ウクライナ

とロシアの戦争は相変わらず、まだまだ続く様相であります。自然災害も含めて、

あまり良いことがなくて、東北北部でも今回の大雨でだいぶ被害がありました。

福島県内でも只見線がせっかく全線開通するというところで、磐越西線が不通に

なり、地元にとっては辛い災害だと思います。そんな中で、今日は聖光学院がベ

スト４をかけて九州学院と戦うということで、暗い話の中で、明るい話題でいい

なと思っております。明るい話題を我々飯坂ロータリークラブでもどんどん作っ

て、暗いイメージを払拭しながら、一生懸命活動していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

会員総数 39 名  

出席会員 23 名  

欠席会員 16 名 

出席率  58.97% 

  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 

 

本
日
お
披
露
目
！ 

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 

＜飯坂ＲＣ奨学生李岳さん 奨学金の贈呈／近況報告＞ 先月の最後の週と今

月の１週目、吾妻果樹園さんで職場体験を行いました。朝早くて５時に、収穫

から出荷まで全部体験させていただいて、楽しい週末を過ごしました。大変美

味しい桃を食べられて、人生で一番うまい桃だと私は思っていますので、皆さ

んも是非吾妻果樹園さんで桃を食べてください。大変美味しかったです。私の

近況情報は以上になります。よろしくお願いします。 

 



◆幹事報告 紺野容樹 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」８月号 「ガバナー月信｣８月号 №2 

 Ｂ．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 

「８月のロータリーレートの案内」            「2022-23 年度米山記念奨学委員会セミナー開催の案内」 
  １ドル １３３円（現行１３６円）     と き ８月２１日（日）１３：３０～１６：００ 
❸県北第一分区・第二分区ガバナー補佐より         ところ 郡山ビューホテルアネックス 
 「県北第一分区・第二分区合同新会員セミナー開催の案内」 「地区ロータリー財団［クラブ活性化ワークショップ］ 
   と  き ９月１０日（土）新会員セミナー １５：００～                                  Zoom開催の案内」オンライン 

           懇親会    と き ９月１１日１０：００～１５：３０ 
ところ クーラクーリアンテサンパレス             

  ❹川俣ロータリークラブより 
 「県北第二分区合同例会８（蕎麦会）開催の案内」 

と き １１月３０日（水）または２月２２日（水） 
ところ ニュー新川 

Ｃ．メーキャップ報告 
  ８／１６         地区行事              佐藤真也 会員 

 
◆2021-22 年度決算報告 渡辺賢司 会計 

2021-22 年度決算についてご説明いたします。資料３２・３３頁をご確認ください。収入の部、前年度繰

越金 1,724,432 円。それと単年度の収入を合わせまして、合計金額 11,972,028 円。支出の部ですが、合わせ

まして合計今年度決算額として 11,024,440 円なっております。前年度繰越金 1,724,432 円と今年度の実質収

入 10,247,596 円を合わせまして、収入の合計 11,972,028 円となっております。支出ですが、10,024,440 円、

５０周年積み立ての振替と 1,000,000 円と記載しました。別予算口座へ予備費として振り替えております。

差額分次年度繰越金としまして 947,588 円。これを次年度への繰越金としております。決算は以上でござい

ます。 
 

◆ロータリー小委員会・公共イメージ・ＩＴ小委員会からのお知らせ 菅野浩司 小委員長 

 ロータリー情報小委員会と公共イメージ・ＩＴ小委員会から、まとめてご報告させていただきます。まず

ロータリーの友８月号から、特集として「多様性のあるクラブづくりへ 女性会員を増強しよう」という特

集が組まれております。ガバナー月信では、ロータリーなんでも相談室開設のお知らせということで、今年

度からこういった相談室が開設されました。それから、週報ですがまとめてお配りしております。前年度の

週報が遅くなって申し訳ありませんが、ＩＭの特集号の週報と今年度の第３回までの週報をお配りしており

ます。飯坂ロータリークラブのＨＰも更新されておりますので皆さんご覧ください。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 堀切孝敏 小委員 【合計７２ｓ】 
県北第二分区ガバナー補佐 網代智明 様 9,000円 
斎藤  孝裕 会員 ５ｓ ガバナー補佐網代智明様、分区幹事佐藤悦夫様、征木茂様、おいでいただきましてありがとうございます。 

１００％出席のお品と妻への誕生花をいただいてありがとうございました。 
千葉  政行 会員 ５ｓ ・網代ガバナー補佐、佐藤、征木分区幹事をお迎えして ・聖光学院おうえん宜しくです。 
小笠原尚史 会員 ５ｓ ガバナー補佐、分区幹事両人をお迎えして 本日はよろしくお願いします。 
吾妻  一夫 会員 ５ｓ 妻に花をいただきましてありがとうございました。 ガバナー補佐をおむかえして 
佐藤  真也 会員 ５ｓ 県北第二分区ガバナー補佐網代智明様、分区幹事佐藤悦夫様、征木茂様をお迎えして  

出席率１００％表彰をいただきありがとうございました。 
菅野  浩司 会員 ５ｓ 網代ガバナー補佐、佐藤、征木分区幹事をお迎えして。本日はよろしくお願いいたします。 

前回、前年度１００％出席賞をいただいて。 
鈴木  牧子 会員 ５ｓ ・ガバナー補佐をお迎えして ・９／３シンポジウムちらし配らせていただきました。皆様ご参加お願いします。 
佐藤喜市郎 会員 ５ｓ 網代ガバナー補佐、分区幹事様をお迎えして           
畠    隆章 会員 ５ｓ ガバナー補佐網代様をお迎えして 
安斎  忠作 会員 ５ｓ 網代ガバナー補佐をおむかえして                     
堀切  孝敏 会員 ３ｓ ガバナー補佐をお迎えして。 
紺野  容樹 会員 ３ｓ 網代ガバナー補佐、佐藤、征木分区幹事をおむかえして 
服部  裕一 会員 ３ｓ 網代ガバナー補佐、分区幹事をお迎えして             
鈴木  義明 会員 ３ｓ ガバナー補佐網代様をお迎えして 
生田目正志 会員 ３ｓ １００％表彰ありがとうございました。本日欠席おわび 
村上  裕司 会員 ３ｓ 本日欠席もうしわけありません。１００％表彰いただきありがとうございます。 
西條  博之 会員 ３ｓ 欠席おわび                                         
渡辺  哲也 会員 １ｓ ガバナー補佐をお迎えして  

◆ゲストスピーチ ＲＩ第２５３０地区２０２２－２３年度 県北第二分区ガバナー補佐 網代智明 様 

 今年度、県北第二分区のガバナー補佐（AG）を拝命いたしました網代

でございます。 

これからの１年間、安斎忠作直前ガバナー補佐はじめ飯坂 RC の皆さんに

はいろいろとご指導とご協力をいただきながら務めてまいりますのでど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

簡単に自己紹介を致します。私は福島市清明町の真言宗室生寺派羽黒山

真浄院の住職で、家には息子夫婦と孫３人と家内の７人家族です。 

奈良県の大本山室生寺の座主、室生寺派管長をしていましたが、３月末

に退任し４月からは福島に帰ってきましたので随分肩の荷が軽くなりました。 



ロータリー歴は１９９９年度の入会で２３年目になります。入会５年目で幹事、１３年目で

会長を務めました。大変印象的な巡り合わせで、幹事の時は RC 創立百周年、会長の時は RI 会

長が日本人の田中作次氏、そして AG 年度は初めての女性 RI 会長、ジェニファ・E・ジョーン

ズさん（カナダのオンタリオ州ウィンザー市ローズランド RC）です。記憶に残るめぐりあわ

せです。ロータリー歴は長いのですが、ここ１０年近くのブランクと、あまりロータリーにつ

いて勉強をしてきませんでしたので、皆さんのお役に立つことが出来るかどうか不安でありま

すが宜しくお願い致します。 

AG 就任前に義務として３回のガバナー補佐予定者研修を受講しました。 

ガバナー補佐の役割は 

・ガバナーのサポートとしてガバナーの方針や地区の活動情報を各クラブに伝達すること。ま

たクラブの情報をガバナーや地区へ伝えること。 

 ・クラブのサポートとして、クラブと地区委員会との間で情報を伝え、クラブの課題を共有

してガバナーや地区委員会の助言を受けてクラブの運営や活動をサポートすること。 

 ・ガバナー主催の地区事業や地区委員会のセミナーに出席すること。他の分区のガバナー補

佐との情報交換を行って分区内のクラブの活性化を目指す。 

以上のようなことが主な役割であると思います。 

私なりの考えですが、この卓話のように一方的に話をすることよりも、会長、幹事はじめ会員

の皆さんとのコミュニケーションを行ってクラブの情報を得ることが大切であるように感じら

れます。あるパストガバナーは AG の役割として理事会に出席をしてクラブの活動内容を把握

していく必要がある、といっておられました。今後の課題になるかもしれません。 

ガバナー補佐研修では、佐藤正道ガバナーや講師のパストガバナーの方々、特に石黒研修リ

ーダーが最も問題としているのが、ロータリーの存続にかかわる会員の減少に歯止めがかから

ないことです。少子高齢化による人口の減少傾向、景気の低迷、会社の後継者の問題など、な

かなか会員の増強は進んでいないこと。 

またロータリーの次のリーダーの育成が不十分であること。これは地区戦略計画の重点目標

です。またロータリー精神の希薄化が進んでいるのではないか、毎年同じプログラムによるマ

ンネリ化、あるいは新旧会員の間にギャップができて会員の交流がうまくいっていない、とい

うようなことを話されていました。毎年のことですが、クラブの活性化をいかに図るか、であ

ります。 

佐藤ガバナーは、IM の主催者はガバナーであり来賓ではない、そして IM のテーマを「いか

にしてクラブを活性化させるか」とするように、と話されました。今までは各分区にすべて任

されていたように思いますが、ロータリーの衰退をいかにして食い止めるか、の思いの表れと

感じました。 

私の個人としての思いは、ロータリーを理解するための情報伝達と勉強会を充実させるとい

うことです。また内容のある、有意義な例会が求められると思います。 

７月１８日に研修委員会セミナーがありました。石黒 PG は講師に、ロータリーの友に連載

されていた、コミック「ガイ散策」で「ガイ・ガンディカー」のコラムを書かれている、RI2800

地区（山形県・寒河江 RC）鈴木一作 PG をお願いされました。約１００年前のロータリアン、

ガイ・ガンディカーのロータリーについての考えが、現在もなお色あせることのない素晴らし

いものであることが理解できました。このように、私たちの例会や研修会も地区内だけではな

く地区外からも卓話講師を招いて行うことを推奨されております。意義深い例会とすることが

出来ると思います。 

佐藤正道ガバナーは、地区はクラブの御用聞きの姿勢で臨む、またロータリーなんでも相談

室を設けて、会員やクラブからの問い合わせに対応したい、と話されております。 

佐藤ガバナーの活動方針は９月のガバナー公式訪問でお聞きいただけると思いますので全会

員の出席をお願いいたします。ガバナーのロータリーに対しての熱い思いを是非感じていただ

きたいと思います。 

ジェニファー・ジョーンズ RI 会長が提唱する DEI（多様性・公平さ・インクルージョン）に



ついての取り組みなどお話しいただけると思います。 

私は IT に関しては全く苦手ですが、ロータリーについては「My Rotary」の活用が必須であ

ります。まずはロータリークラブ・セントラルへの入力ですが、PETS の時にアンケート調査

がありましたが、その記録を入力してください。クラブの情報を常に伝達することが求められ

ています。行っていない事業や該当していない人数などは、空欄にしないで「０」を記入して

ください。空欄は作らないようにしてください、ということでした。空欄があるとロータリー

賞に該当しなくなるようです。 

「My Rotary」の情報は誠に大量で全部目を通すにはかなりの時間と労力を必要とします。

ぜひ目を通すように努力しましょう。私も目標といたします。 

ロータリーの奉仕プロジェクトはいろいろありますが、国際ロータリーの活動目標の第１はポ

リオの根絶です。ロータリー創立８０周年（1985）「ポリオ・プラス」計画が発表されました。 

佐藤正道ガバナーもポリオ根絶を重点に考えております。ポリオの発症「０」が６年間続かな

ければ達成されないわけですので、根気よくポリオの献金を続ける必要があります。海外での

私たちの目には見えないところでの奉仕プロジェクトでありますが、少しずつ前進させていく

必要があります。 

それから９月２５日には「ロータリー奉仕デー」として、県北第一分区と合同で「スポ GOMI

大会 in ふくしま」を行います。ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。 

地域で行うロータリークラブの奉仕活動と、一個人のロータリアンとして地道ではありますが

国際的な奉仕活動にご協力をいただきたいと思います。 

今年度一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆閉会点鐘 会長 
 

＜石川会長より一言＞遅れて申し訳ございません。ガバナー補佐のスピーチには間に合ったのが救いでした。 
一年間よろしくおねがいいたします。本日はありがとうございました。 

 
ロータリー 
奉仕デー 

ロータリーの友８月号より 
特集「女性会員を増強しよう」 
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