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第 5 回 [ 2972 ]回目 例会報告   令和元年 (2019） ８月  １日（木） 
                    出席委員会報告 

クラブ協議会 ~五大奉仕~  
 
◆開 会 点 鐘  千葉政行 会長                             
 

◆ロ-タリｰソング 〔奉仕の理想〕 服部裕一 会員            
 
◆四つのテストの唱和 渡辺達也 職業奉仕委員長 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長あいさつ 

この夏の甲子園出場は聖光学院さんとなりました。飯坂ロータリークラブからも民友、民

報さんに広告を出させていただきますのでご了承いただきたいと思います。あり得ない記録

で１３年連続です。今回、監督は「最悪の弱小チームではないか」とおっしゃっておりまし

たが、期待しているチームほど甲子園でなかなか勝てないそうで、今回は良い所まで行って

くれるのではないかと思っております。また、皆さんに「これからの福島の復興に向けて」という講演会の案内を

回覧させていただきましたが、この方は原子力規制委員会の委員長をされた方で、現在は飯館村に住んでおり、原

発の実態等をお話していただくということです。前回の講演会を聞きに行った方も原発の実情が分かったとおっ

しゃっており、関心の高い講演会になると思います。無料ですので聞きに行っていただければと思います。福島の

復興はどうなっていくのか、福島の現状はどうなのか、そういうお話が聞ける講演会です。 
 
◆地区ロータリー財団セミナーの報告 小笠原尚史 委員長 

内容的には、ガバナー月信８月号に早川さんがロータリー財団について書いておられますので、それをお読みい

ただきたいと思います。また、年次基金の寄付一人１５０ドル、ポリオプラスや米山奨学金の基金と合わせてご寄

付をお願いいたします。また、芳賀ガバナーから「歴史と伝統があるクラブはできるだけメジャードナーを出して

いただきたい」というお話があり、個別にお願いに参りますのでお願いいたします。地区補助金とグローバル補助

金については、各委員会で事業を立ち上げる時に事務手続き行いますので、その時はお申し出下さい。 
 
◆地区米山記念奨学生卓話研修会の報告 佐藤喜市郎カウンセラー 

内容ですが、奨学生にスピーチを頼みたいという時に、上手にスピーチできるようにしたほうがいいのではない

かということで研修会が行われました。日本語がなかなか流暢ではないので、ご自分の気持ちを訴えるには欠けて

いると思いますが、物の考え方はロータリアンより上だと思いました。ダット君も一緒に行きましたが、とても立

派なものでした。それだけ米山奨学生というのはより優れた方が選ばれていると実感して参りました。 
 
◆地区会員増強・拡大・ロータリー情報委員会の報告 安斎忠作 委員  

内容ですが、第一部では 2019-22 年度第一地域ロータリーコーディネーターの菅原裕典さん（仙台泉ＲＣ）の

講演がありました。戦略計画と会員増強ですが、会員増強は全く目的ではなく、結果を出すのが一番だということ

です。今後共、会員増強に励んで参りたいと思います。第二部では、会員増強拡大・ロータリー情報委員会の林委

員長さんからもご講演がありまして、各クラブ会員増強に励んで下さいという内容でした。 
 
◆マスコミ懇談会の報告 佐藤真也 委員長  

昨年に続きまして、委員会主催のマスコミ懇談会を開催いたしました。目的は各マスメディアの皆様をご招待し

て、意見交換をする事で、ロータリーの公共イメージの向上に繋げられればということで、我々が活動していく中

で、色々な取り組みの紹介をテレビ新聞、ラジオで取り上げていただいて、一般の方の目に留まるように、コツや

テクニックについてプロの方をお招きし、ご意見を聞きながら、我々の活動を広報するために役立てようという会

でした。当クラブは民報、民友両支局長が在籍されておりますので、非常に恵まれた環境にあります。さらにテレ

ビ、ラジオ等で我々の活動を広げていけるように皆様のご協力をお願いいたします。 

地区の役員としてのお願いですが、ロータリアンの義務ですので月信と友には必ず目を通して下さい。月間にＲ

Ｉ会長のお写真がございますが、国際ロータリーの会長が飯坂ロータリークラブの例会場に来るということは、今

後１００年経っても実現するか分からないような経験です。皆様のご協力をお願いいたします。 

会員総数 38 名  
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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 

 

[ロータリー特別月間]  
８月は会員増強・ 

新クラブ結成推進月間 

地区活動目標 
 
１．人々が手を取り
合うのを促そう。 
２．行動しよう。 
３．ロータリー賞へ
全クラブで挑
戦しよう。 

４．あの時（2011 年
3 月）、これま
で、そして未来
を考えよう。 
「復興フォーラム(仮

称)」への支援と協力 



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

 Ｂ．来 信   ❶ガバナー 芳賀 裕 氏より 「米山梅吉記念館研修旅行の案内」 と き、９月７日（土）～８日（日） 
Ｃ．メーキャップ報告 

７／１９ 祭り参加依頼学校まわり             千葉政行、石川邦俊、鈴木重忠、安斎忠作 各会員 
７／２０ ロータリー財団セミナー             小笠原尚史 会員 
７／２７ 会員増強・拡大・ロータリー情報委員会セミナー  千葉政行、石川邦俊、佐藤真也、安斎忠作 各会員 
７／３１ マスコミ懇談会                 佐藤喜市郎、佐藤真也 各会員  

◆スマイリングＢＯＸ 堀切孝敏 副委員長 【合計３－２５】 
千葉 政行会員 Ｈ ・聖光学院１３年連続全国大会出場おめでとうございます。 ・東邦銀行福島の進路に企業紹介していただきました。 
石川 邦俊会員 Ｈ 暑さにまけず頑張りましょう。 聖光ガンバレ 
西山 友幸会員 Ｓ 昨年度出席率１００％以上の賞品を頂きました。ありがとうございます。 
松﨑 義将会員 Ｓ 妻の誕生日にすてきなお花をいただき、ありがとうございました。 
鈴木 牧子会員 Ｓ ８月４日のＭａｒｋダニエルマローニー夫妻お出迎え出られずすみません。 
佐藤喜市郎会員 Ｔ 前回欠席おわび 
伊堂 里佳会員 Ｔ 前回の夜間例会でお世話になりました。 
高田 薫 会員 Ｔ 欠席おわび  

 クラブ協議会  
❂職業奉仕委員会 渡辺達也 委員長 職業奉仕とは自分の職業を通して、世の中に奉仕する事です。職業奉仕の

役割と重要性を理解し、例会を通して、会員同士が切磋琢磨して、自分自身と自分の職業を磨きながら今年一年間

やっていきたいと思っております。具体的には４つほど掲げており、まず、四つのテストをしっかり意味を知って

唱えたいと思います。２つ目は、毎年恒例の福島北高校への出前講座を実施したいと思います。３つ目は職場訪問

の実施、４つ目は職業奉仕委員会セミナーの情報共有に努めたいと思います。  
❂社会奉仕委員会 堀切孝敏 委員 委員長も副委員長も今日は欠席ですので私の方から発表させていただきま

す。目的等については、地域社会のニーズの問題点を分析して、より良い事業の立案や解決策の提案を推進して参

ります。実際に何をやるのかと言うと、飯坂小学校太鼓クラブへの活動支援と舘ノ山の花ももの里公園の美化活動

協力です。北高ボランティアクラブついては、まだインターアクトも決まっておりません。これから、青少年委員

会の方で頑張るようですので、それに準じて協力をして参りたいと思います。  
❂国際奉仕委員会 鈴木重忠 委員長 国際奉仕委員会は他国の人々との国際理解や親善、平和を推進する活動

を目的とし、ロータリーの精神に則り、国際奉仕、国際交流を実施して参りたいと思います。五大奉仕の一つの部

門でもある国際奉仕の活動により理解を深める事を目指し、４つの事を実施いたします。一つ目は、飯坂八幡神社

秋の例大祭に合わせ、多くの外国人に参加を呼びかけ、国際交流フェスティバルを催し、日本の伝統文化に触れ、

楽しんでいただき交流を深めて参ります。二つ目は国際理解を深められるように、外国人を例会にお招きしスピー

チをしていただき、交流親睦を図ります。三つ目は継続事業として、例会ごとに１００円募金を継続いたします。

４つ目はその他、国際間の理解、親善、平和のための事業を検討実施して参ります。  
❂青少年奉仕委員会 西條博之 副委員長 大内委員長がお休みですので代わりに発表させていただきます。青

少年奉仕委員会は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、地域社会への理解、国際的な感覚

を育む事業を行います。今年も福島北高への出前教室や飯坂小学校太鼓クラブへの支援を行います。また、インタ

ーネットでのいじめ問題や薬物乱用の啓蒙活動も実施して参りたいと思っております。  
❂ロータリー財団委員会 小笠原尚史 委員長 例年のごとく、目標を具体的にお話しさせていただきます。一

つ、ポリオプラスプログラムへの貢献。二つ目、ロータリー年次基金への皆様のご協力を願う。ポール・ハリス・

フェロー該当者は今度年次基金にご寄付いただきますと４名が該当するようですので、お願いしたいと思います。

地区の目標は、ポール・ハリス・フェロー純増１名、マルチプル・ポール・ハリス・フェローも純増１名ですが、

当クラブは皆さんのご協力によって楽にクリアできると思いますので、時期が来ましたらご依頼差し上げます。宜

しくお願いいたします。恒久基金にはお一人１０００ドルをご寄付いただきますと、ベネファクターとなりますの

で、企業で余剰利益が出た方はできるだけお願いしたいと思います。最後に、ロータリーカードの利用の推進です

が、個人会員、法人会員それぞれ、利用額の０．３％がロータリー財団に入金されます。ダイナースクラブの方も

ポリオプラスに０．３％の財団へ入金されますので、詳しく分かりましたらまたご説明いたします。宜しくお願い

いたします。  
❂米山記念奨学会委員会 安斎忠作 委員長 米山奨学生のダット君を、現在お世話様しておりますが、今年度

３月いっぱいで卒業ということになります。引き続き地区にお願いしまして、よければ、新しい奨学生をお世話し

たいと思っておりますので宜しくお願いいたします。皆様方に寄付金のお願いですが、普通寄付５０００円、特別

寄付を１万円ということでお願いいたします。今後とも、宜しくお願いいたします。  
❂戦略計画委員会 菅野浩司 委員長 戦略計画委員会では、国際ロータリーの戦略と地区の目標に基づいて、ク

ラブ活性化のために当委員会でも効果的に活動して参ります。大きく４つの活動目標を挙げさせていただきまし

た。一つ目は会員基盤の維持と強化ということで、早期にクラブ会員数４０名を達成し、出席率の向上と現会員の

退会防止に努めます。二つ目はＲＩ戦略計画と中核的価値感の理解と実践ということで、ロータリーのビジョン、

声明について理解し実践して参ります。三つ目は公共イメージの向上ですが、公共イメージの向上のために企画立

案し実践して参ります。四つ目はロータリー賞への挑戦ということで、受賞要件等を検討して、対策を講じて参り

たいと思います。 

◆閉 会 点 鐘  会長 


