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富岡ロータリークラブ会報 9 月号 

発行責任者：クラブ会報委員長＊＊＊＊ 

ガバナー公式訪問・クラブ協議会・例会 

9 月 22 日水曜日、海鮮四季工房 きむらやにお

いて、ガバナー公式訪問クラブ協議会・例会が開

催されました。 

クラブ協議会 

1. 会長挨拶  

今年度のロータ

リーのテーマは

「 奉 仕 し よ う 

みんなの人生を

豊かにするため

に」ですが、シュカール・メータ会長は、他

の人のために生き、世話をし、奉仕すること

で誰かの人生を豊かにすることは、自分の人

生の最高の生き方ですという考えの持主です。

世界的な会員減少を危惧されていて、会員増

強は主要な目標の一つです。「みんなが一人を

入会させよう」と私達もこれまで 3 名の会員

の仲間を加えることが出来ました。「クラブ例

会を楽しもう!そしてもっと行動し、もっと成

長しよう」です。ロータリーの活動を通じて、

私達みんなの人生を豊かにしたいと願ってお

ります。コロナ禍で活動が制限されみなさん

の安全を第一に考え、慎重な判断のもと、今

私達に出来る事は何か？を考え、もっと行動

し、もっと成長していきましょう。 

 

2. ご来賓紹介 

第 2530 地区 ガバナー志賀利彦様 

会長・幹事会にて、

クラブの方針をお

聞かせ頂きました。

フレッシュな感じ

を受けました。若さ

を感じこれから楽しみです。今年度のﾃｰﾏは、

分かり易くと思っております。どうぞ 1 年間

宜しくお願いします。 

相双分区 ガバナー補佐幕田正高様 

 

クラブ毎に特色が

あり、各クラブの

活動を見せていた

だきたいと思いま

す。昨日は、相馬

ＲＣ。本日は、富岡ＲＣ。来週は毎日続きま

す。米山学友会の復興コンサート協賛金のご

支援を頂き有難うございました。又。ゆめは

っとでの学友吉田様のピアノリサイタルにも

ご協力いただきまして、感謝申し上げます。

会員増強の目標に合わせ、女性会員を増やし

たいと思いますので、宜しくお願いします。 

 

3. 当クラブ活動報告発表とガバナーの講評 

ＳＡＡ・・・会員代理 田中美奈子 

例会が正しく楽しくする事がそのとおりです。

ご活躍を期待してます・ 

 

未来計画委員会・・・委員長 西山由美子 

クラブを強くする。クラブ長期目的を具体的

に示すと分かり易いと思います。期待してお

ります。 

 

クラブ奉仕委員会・・・委員長 藤田大 

ＲＩ計画と目的。「ロータリーの力と魔法」を

信じてご期待申し上げます。 

 

会員増強会員拡大委員会・・・副委員長 西

谷友里 

第 2530 地区でも大事な方針。ご理解ご協力を

お願いします。又退会防止にも力を入れて下

さい。 
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職業分類選考情報委員会・・・委員長 仲山

陽一 

会員増強との連携は不可欠です。大変役立つ

ものと思います。 

 

親睦活動委員会・・・委員長 寺島健一 

たくさんの親睦活動を計画されており、コロ

ナ禍の中で実現できる事を願っております。 

 

広報雑誌クラブ会報委員会・・・副委員長 末

永隆一 

毎月の事ですが、大変御忙しいことですが、

楽しみに待っている会員の顔を思い浮かべな

がら、どうぞ発行宜しくお願いします。 

 

スマイルボックス委員会・・・委員長 林政

典 

大切な社会活動資金ですので、有効活用を理

解し、目標をクリア出来る事を願っておりま

す。 

 

出席委員会・・・委員長 末永隆一 

出席率を高める事が大事です。低い方の家庭

訪問をして、お声かけして下さい。 

 

プログラム委員会・・・委員長 渡邉一正 

3 つの活動の実行を宜しくお願いします。 

 

職業奉仕委員会・・・委員長 大和田剛 

「四つのてすと」を活用する事は、とても良

い事ですね。宜しくお願いします。 

 

社会奉仕活動委員会・・・委員長 赤井博道 

5 つの活動を掲げておりますが、実行宜しく

お願いしまう。 

 

 

 

国際奉仕活動委員会・・・委員 赤井博道 

国際大会に参加とありますので、是非参加お

願いします。 

 

青少年奉仕委員会・・・委員 橋本 徹 

若い人との交流は、大事です。図書の贈呈実

現宜しくお願いします。 

 

ロータリー財団委員会・・・副委員長 早川

恒久 

皆様のご協力のお蔭で、活動できますので、

宜しくお願いします。 

 

米山記念奨学会・・・委員長 北郷儀勝 

地区目標を理解して頂いており、皆様のご協

力をお願いします。又米山世話クラブも宜し

くお願いします。 
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4. 質疑応答 

① 各クラブの中で印象ある年次計画書はあり

ますか？ 

基本的に、大体似ておりますが、クラブ毎に特

長があっていいと思います。 

② 今年度より未来計画委員会を掲げましたが、 

   どうですか？ 

 未来計画については、大変よいかと思いますが、

ビジョンをおぼろげにするのではなく、具体的

にして、目標をはっきり示した方が良いかと思

いますので、ご検討宜しくお願いします。 

③ 震災後月 1 回の例会を現在月 2 回開催して

ますが、地区としての考えを聞かせ下さい。 

 年間例会開催を 40 回～52 回位が全体的に多い

です。理想は毎週ですが、中身が大切と考えて 

 楽しい例会にしていただければ、今の月 2 回で 

 もよろしいかと思います。 

 

ガバナー 志賀利彦様より全体講評 

大変皆様勉強をしておられます。委員長さん

ではなく会員の方々にどのように動いてもら

う事が大事です。今までの事を継続する事も

大切です。昔は、内輪で活動しておりました

が、今は外に向けてアピールする事が大事で

す。ロータリーを良く理解して、認知度を高

める為にも活動を広めましょう。ご理解宜し

くお願いします。 

 

クラブ協議会  会長・幹事 

 
SAA・未来計画・クラブ奉仕委員会 

 

職業分類選考ロータリー情報委員会 

 
広報・出席・スマイル・プログラム・職業 

社会・国際・青少年財団・米山委員会 
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第 7 回 ガバナー公式訪問 例会 

 
1. 会長あいさつ  会長 遠藤寛和 

秋晴れの今日、ようやく例会を開催する事が

出来、ご来賓・会員の皆様に感謝申し上げま

す。先日、日曜日にロータリー奉仕デーで楢

葉町岩沢海岸清掃を実施しました。朝から良

い天気で、大勢の波乗り愛好者で賑わってい

ました。会の趣旨に賛同してくれた波乗りの

女性 2 名を含めた総勢 20 名で清掃活動を 

しました。大きなプラスチックごみなど軽ト

ラック 1 台分の漂着物を回収する事が出来ま

した。コロナ禍の中で制限が余儀なくされた

状態ですが、奉仕活動が生み出す無形の力を

感じることが出来ました。コロナ禍で活動が

制限され、みなさんの健康と安全を第一に考

え、慎重な判断が常にもとめられますが、今

私達に出来る事は何かを考え、もっと行動し、

もっと成長していきましょう。 

 

 

 

2. ご来賓あいさつ  

第 2530 地区 ガバナー志賀利彦 様 

コロナ禍の中で開催して頂きまして、有難う

ございました。早朝より会長・幹事会・クラ

ブ協議会が無事終了しました。震災後会員の

皆様が遠くの地にバラバラになっている中で、

月 2 回の例会を開催している事をお聞きしま

した。震災を乗り越えて、益々富岡ＲＣの発

展を御祈念申し上げます。今年度 1 年間宜し

くお願いします。 

 

第 2530 地区 相双分区 

ガバナー補佐 幕田正高 様 

会長・幹事になると自分のクラブをどの様に 

楽しいクラブに出来るかと考えますが、自分

だけではなく、外部はどう考えているのかと

の疑問が沸いてきます。昨日訪ねた相馬ＲＣ

の良さがあり、本日の富岡ＲＣの特色があり

ます。相双分区の会長・幹事会で、「引継ぎが

ない」との言葉がありました。皆で集まって、

自分の身体を動かすことによって、情報を得

る事が出来ます。どうぞ、外部の声を聴きな

がらより良いクラブを目指してください。今

年度あと９ケ月となりますが、宜しくお願い

します。 

 

3. 委員会報告 

●ロータリー財団委員会 

18 人 29 口 29，000 円 

●米山記念奨学会委員会 

17 人 28 口 28，000 円 

●スマイルボックス委員会 

19 人 26 口 26，000 円 

●記念事業 

6 人 6 口 6，000 円 

  ●出席委員会 出席率 100％ 

（メーキャップ含む） 
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4.卓話  第 2530 地区 ガバナー志賀利彦様 

私は学校法人を立ち上げました。学校法人いわき

秀英学園です。本日は学校を立ち上げた経緯と経

験をロータリー活動に役立てたいと思います。 

地区大会は、残念ながら、11 月 7 日（日）1 日の

みで、参加は各クラブから会長・幹事の 2 名のみ。 

他の会員の皆様には、YouTube 視聴をお願いしま

す。今年のロータリー

のテーマは、ＲＩ会長

の言葉の中より活用

させて頂ました。 

「ロータリーの力と

魔法」夢がありますね。 

地区大会の写真は、私

の自宅を写した写真

です。雲と 3 本のポー

ルの旗が風になびい

ているのがいいそうです。（月信の委員会の方より） 

３本もポールが立っているのは、将来学校に寄付

しようと思っており、迎賓館的な扱いで使用して

頂ければいいかなとの思いからです。長男が小学

校に入学する時に、家内がＰＴＡに携わることに

なりましたが、中学校に入りました時には、いよ

いよ私の出番となりました。1990 年代で大変忙し

い時でしたが、協力する事になり、初年度から 2

年連続ＰＴＡ会長、3 年の時ＰＴＡ連合会の会長

をさせて頂き、自分自身が教育に目覚めました。

人間が変わったような気がします。教育の必要性

を感じました。私の父親も代用教員となり、いろ

いろな意味で、教育に携わっておりました。戦後

電化製品の普及に伴い、電気関係の仕事を始めま

したが、５６歳で亡くなり、父親の仕事を引き継

ぎました。日立製作所勤務の兄の紹介でコンピュ

ーター関係事業をする事になり、最終的に変電機

の仕事 30 万～60 万ボルト迄をやらせて頂いてま

す。昔いわきに日産自動車の工場を作る事になり

その時従業員の方がいわきに転勤するのが嫌だと

の話。「福島県に移動したら、子供が馬鹿になって

しまう」との言葉。当時福島県は、47 都道府県で

下から 2～3 番目の位置。とても受け入れ難い話の

中に、またまた出会った方の中に、隣の茨城で秀

英高校の事務長を紹介して頂きました。学校の開

口前に定員 120 名に応募者 800 名と大変吃驚でし

た。その時の学生の生き生きした姿に私も学校を

設立したいと思いましたが、間もなく少子化の時

代が来るので学校を作ってもらうのは、困ると言

われました。当時は、反骨精神で何度も通いまし

た。申請してから許可 5 年そして建設 2 年架かり

ました。昨年は、東大合格 2 年連続。今年の春は、

医学生を 20 名、その他有名私立・公立大学生を輩

出しています。昔から私は、「東北のラサールを目

指せ」と話しております。 

ここまで来るまで、いろいろな人と出会いがあり

教えられ、成功も、失敗もありますが、いい経験

を大事にしながら、ロータリ活動を生かしながら、

皆様のお力を頂きながら、より良い人生を豊かに

していきたいと思います。 

 


