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第 2 回 [ 3010 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）  ７月 ９日 （木） 
                    出席委員会報告  

ク ラ ブ 協 議 会 クラブ奉仕 
 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             

 
◆四つのテスト 阿部弥生 職業奉仕副委員長 
 
【 7月の奥様、ご家族様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

７月 １０日 西條由紀様（博之会員）   ７月 １３日 伊堂 宏様（里佳会員）       
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

本日も例会ご参加ありがとうございます。今年度は例会最重点 

主義ということで、毎回魅力ある例会づくりに努めてまいりたいと思っております。皆様

のご協力を宜しくお願いいたします。まず、本年度の第２５３０地区の地区大会について、

１０月２４日２５日に予定されておりましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、来年

の４月３日４日に変更となりました。感染拡大の第２波がいつ襲来するかわからないとい

う状況で、大きなクラスターが発生した場合、ロータリーとして、社会に対しての信頼を

大きく失墜させ、会員各位の家族や職業に対しての影響が計り知れないということで、延

期が決定されました。 

それでは会長の時間ですが、前回、私の大好きな大河ドラマ「麒麟がくる」の再開を楽しみにしているというお

話をしましたが、この「麒麟」ですが、これは伝説の想像上の動物の「麒麟」の事です。今日はこの「麒麟」にま

つわる面白いお話がありますので、ご紹介したいと思います。皆さん、キリンビールのラベルに使われているマー

クの中の麒麟の鬣の中に、「キ」「リ」「ン」と文字が隠されているのをご存じの方もいらっしゃると思います。こ

のキリンビールの会社のラベルに、何で麒麟が使われたかというお話です。今はキリンホールディングスという会

社ですが、旧三菱財閥系で三菱グループの会社です。明治初期の設立で、前身がジャパン・ブルワリー・カンパニ

ーという会社です。これは、三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が出資し、トーマス・グラバー（幕末の武器商人・グラ

バー邸）がこの会社の設立に携わったそうです。このトーマス・グラバーは薩長同盟に大きく関与し、武器の輸入

をして、薩長に納入した事で知られています。西郷隆盛や坂本龍馬などと親交が深い人物でした。この方がキリン

ビールのラベルに麒麟のマークを採用したと言われております。当時、西洋ビールのラベルには狼や猫などの動物

のマークを使っていたらしいのですが、日本でもドイツのようなラガービールを作りたいということで、ラベルに

は東洋の動物を使おうと、この麒麟のマークを採用したらしいのですが、麒麟のマークは上半身が龍で下半身が馬

なのです。「龍」と「馬」、これは若くして亡くなった親友の坂本龍馬を忍んで、あのマークを採用したと言われて

います。とてもロマンのある話だなと思ってご紹介させていただきました。信じるかどうかはあなた次第というこ

とで、会長の時間を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友｣ ７月号 

 Ｂ．来 信 ❶ガバナー 石黒秀司 氏より 
「2020-21 年度国際ロータリー第２５３０地区 地区大会延期について」 

      と き ２０２１年４月３日（土）～４日（日） ところ ４／３ 郡山ビューホテルアネックス 
ところ ４／４ 郡山ユラックス熱海（予定） 

Ｃ．メーキャップ報告  ７／４  地区行事          佐藤真也 会員 

 

 
 

 

 

 

会員総数 40 名  

出席会員 29 名  

欠席会員 11 名 

出席率  72.50% 

四
つ
の
テ
ス
ト 

  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   石 黒 秀 司 

ガバナー補佐  佐久間 弘 行 

会   長     菅 野 浩 司 

幹   事     斎 藤 孝 裕 

       

 

 

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 

 

『ダメ。ゼッタイ。』運動への募金のお願い 佐藤喜市郎 会員 本年も『ダメ。ゼッタ
イ。』の募金箱をお回しします。ご負担にならない程度で、今後も数回行いますので募
金をお願いいたします。これは国連募金です。海外では自分の生活のためにけしの畑を
作ったりと、日本人としてはなかなか想像が難しいのですが、生活の支援を現地のＮＰ
Ｏ法人の方々が行っております。こういう時代だからこそ、この募金を是非お願いいた
します。本年もこの国連の『ダメ。ゼッタイ。』募金を行うことになりましたので、皆
様にもその辺の事情をお察しいただきまして、ご協力を宜しくお願いいたします。 
 

地区重点活動目標 
１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。 
２．会員増強目標 
３．福島職業宣言成
文化 

４．青少年ショート
交換事業実施へ
の研究 

5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化 

6.ロータリー賞へ
の挑戦 

7.ロータリー財団
への理解と活用 

8.米山記念奨学会
への協力 



◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員 【合計３－】 
二瓶 貢 会員 Ｈ 新年度のスタートを祝って       堀切 孝敏会員 Ｓ 監査終了、会計さん、丹野さん、ご苦労様でした。 
長谷部弘 会員 Ｓ すてきなお花ありがとうございました。 松﨑 義将会員 Ｔ 前回欠席おわび 今年度も宜しくお願いします。 
吾妻 一夫会員より さくらんぼ 皆さん食べてください。おいしいですよ！   

クラブ協議会  
❁ＳＡＡ 服部裕一 正ＳＡＡ ＳＡＡの任務ということで、親睦委員会の協力を得ながら、会場設営や配布物

など、移動例会の案内や駐車場と、今まで年間計画書に入っておりませんでしたが、改めて入れさせていただきま

した。また、ＢＧＭについて、ここのところ流れておらず、あまりに静かなので復活させたいと思います。また、

新会員の方は大体親睦委員になりますので、例会の前にお茶を配りながら挨拶をする事なども、前に私が行ってい

た事をお願いしたいと思います。宜しくお願いいたします。  
❁職業分類・会員増強・選考小委員会 川又康彦 小委員長 今日、二列に並んだ数多くの会員さんを見ます

と、やはりロータリークラブの運営と発展には会員増強が欠かせないと改めて思いました。今年度の会員増強の目

標として１０％増、４名増の目標を達成するために行動してまいります。会員増強行動計画としては、引き続き職

業分類を見直し、会員増強に繋げるため、他の広報をしている委員会と連携して、ロータリーの情報提供を積極的

に行ってまいります。皆さんへ改めてのお願いですが、全会員年間お一人の推薦をお願いして、１０％増達成に向

けて頑張ってまいります。皆様のご協力をお願いいたします。 
 
❁ロータリー情報小委員会 吾妻一夫 小委員長 会員各位のロータリーに関する知識と理解をより一層深め

る事を目標とし、その目的を達成するために次のような活動を行います。会員増強委員会と連携し、入会者の補佐

を行い、ロータリークラブ全員の特典と責務に関する資料を提供し、ロータリーの理念に関する理解を促します。

また、会員にロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供します。会員、特に新会員がロータリーを十分に

理解し、会の特徴、特典、責務を把握できるようにします。ガバナー月信、ロータリーの友など必要な情報を摘読

して会合に発表し、会員各位の理解を深めます。以上、宜しくお願いいたします。  
❁親睦活動小委員会 吾妻一夫 小副委員長 鈴木委員長が本日は欠席ですので、代わって発表いたします。

充実した活動を通じ、クラブの会員同士、また、会員家族の絆を深める事ができるよう努力してまいります。活動

方針として、一人でも多くの会員、ご家族の参加ができるように、各行事の魅力ある企画、運営に努めます。会員

一人一人が自ら楽しんで委員会運営ができるように配慮いたします。広く他クラブとの交流、親睦を深めるように

努めます。例会会場運営には毎週担当を決めて、例会がスムーズに運営できるように努めます。また、移動例会、

職場訪問時には駐車場と会場の案内を行います。皆さんからもご提案がございましたらお願いいたします。  
❁プロフラム・出席小委員会 生田目正志 小委員長 会長の基本方針に基づき、幹事、親睦活動委員会委員

長はもとより、各委員会委員長の皆様と連携を図りながら、例会のプログラムの企画を進めて参ります。また、会

員の皆様が出席したくなるような楽しく魅力ある例会になるように努めてまいります。活動計画に関しましては、

親睦委員会と連携の上で行いたいと思います。毎月ごとに夜間例会を取り入れながら、分区の予定は現在未定が多

いので、毎月の理事会で決めてまいります。今年はゲストスピーチが行えないと思いますので、皆様、会員スピー

チのご指名の際には、快くお引き受けいただければ、楽しい会になると思いますので、宜しくお願いいたします。 
 
❁公共イメージ・ＩＴ小委員会 永井秀典 小委員長 年次活動方針といたしまして、クラブ週報を継続して

発行する。会員とその家族、地域住民の皆様にクラブの活動の意義を広く伝え、理解と支援を促進する。また、会

員一人一人の意識高揚、成長を目指し公共イメージの向上を図る。年次活動計画として、１、クラブ週報はクラブ

の活動の記録と外部への広報を目的に発行。例会の様子をはじめ、会員個人の活動を取り上げ、内容の充実を図り

ながら、読みやすく楽しい週報の作成に努める。２、公共イメージと認知度の向上の意義を分かりやすく継続して

会員に伝える。３、クラブの活動内容をより多くの人に周知させるために、新聞をはじめとしたメディアを積極的

に活用する。以上、委員の皆様と共に頑張ってまいります。宜しくお願いいたします。  
❁スマイリングボックス小委員会 二瓶 貢 小副委員長 今日は中野委員長さんの都合が悪いということ

で代読いたします。スマイリングボックスはロータリー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具体的な制度です。１、当小委員会はスマイリングボックス全般を所管し、社会

活動の資金源とし、会員の自主的な拠出を促し、奉仕への協力をお願いします。２、会員およびその家族はもとよ

り、種々の慶事・結婚・出産・誕生・各種表彰、事業の発展等々を広く披露し、会員相互に祝福して奉仕への協力

をお願いします。３、今年度の目標額は１００万円です。達成できますよう皆様のご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 

 

◆閉会点鐘  会長 

 

 
 

■第２回理事会開催 7月 9 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①2019-20年度出席優良会員の表彰について ②2021-22年度県北第二分区ガバナー補佐（当クラブ）の選出について  
③クラブホームページ開設について ④家族同伴納涼夜間例会について ⑤８月の例会プログラム ⑥その他 

《出席者》菅野浩司、斎藤孝裕、安斎忠作、吾妻一夫、千葉政行、畠隆章、服部裕一、石川邦俊、紺野容樹、村上裕司、生田目正志、 
西山友幸、大内勝行、佐藤喜市郎、渡辺達也 以上の会員 


