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外部卓話 SPEECH
いわき初のプロ野球オールスター開催
―その誘致から開催まで―
オールスター実行委員会
事務局長 阿 部 健

一

さん

平成 24 年３月に、オールスター
ゲームを福島県で開催することが
発表されました。市では誘致委員
会を作り、署名運動や各種 PR な
ど様々な機会を捉えて誘致活動を
行い、９月に正式にいわき市での
開催が決定しました。この決定を受けて、誘致を競っ
た福島市、郡山市を含め県全体でオールスターを盛
り上げようという機運が高まってきました。
市では実行委員会が組織されました。そして７月
22 日（月）のオールスターゲームに合わせて復興
をアピールするイベントができないかと考え、「ふ
くしま復興祭」を開催することを決定、東北各地か
らの出店を募集し、
「食・物産のオールスター」をテー
マに 21、22 日の両日にイベントを行うことを発表
しました。
「情報の発信」
「教育支援」
「おもてなし」
「経
済活性」の４つの基軸に、委員会設立の初期から開
催準備、当日、終了後の各段階において事業を企画、
運営しています。
①開催機運の高揚を目指した活動（設立初期）
⃝ 賛助会員の拡大 ⃝応援大使の専任 ⃝のぼ
り、看板の設置等
②開催までの盛り上げ、他分野の参画による相乗効
果を最大限に
⃝カウントボードの設置 ⃝プロ野球 OB 選手を
招いての講演会 ⃝がんばっぺ！いわきナイター
in 東京ドーム 等
③当日のイベントを成功させる
◎ふくしま復興祭
⃝「食」のオールスター ⃝ステージイベント
2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

⃝遊具ブース 等
◎マツダオールスターゲーム 2013 の開催支援
⃝マツダスカイアクティブ 等
④開催終了後―開催の恩恵を二次効果につなげる
⃝野球ツアー、野球合宿の設定・販売 ⃝マツダ
オールスターゲーム記念館の開設 ⃝経済効果の
算定 等
今回の「ふくしま復興祭」には、市役所職員を始
め双葉郡８町村のスタッフ、専門学校生、大学生な
ど約 1,000 名のボランティアスタッフの協力が得ら
れました。地元 83 団体約 2,300 万円の協賛金も集
まりました。組織の垣根を越えた応援スタッフの協
力を得られたことで、今後の組織の拡がりも期待で
きます。これからの地域振興に大いに活用できるも
のと思います。人と人とのつながりを大切に、ひと
りでも多くの元気な仲間を募って、今後の復興につ
なげていきたいと考えています。

ニューオリンズ・ジャズフェスティバル
平中央 RC

鈴

木

清

友

さん

８月 21 日、ワシントンホテルにお
いて、６時開場、６時 30 分開演の日
程で、ニューオリンズ・ジャズのコ
ンサートがあります。ニューオリン
ズ・ジャズは本場米国の８人編成のバンドで、毎年
この時期に来日してコンサートツアーをしていま
す。暑気払いを兼ねて、本場のジャズをお楽しみく
ださい。
★本日の例会案内 ８月22日（木）PM12：30～
外部卓話 本田つよし様（磐城共立病院産婦人科部長）
「いわきにおける産婦人科医療の問題点」
お食事メニュー＝銀鱈の煮付け
★次回の例会案内 ８月29日（木）PM12：30～
外部卓話
お食事メニュー＝牛フィレ肉のジェノバ風カツレツ

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：松村幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（佐々木宏会員）〕

佐々木宏会員

⃝いわき勿来 RC と、いわき鹿島 RC より８月プロ
グラム予定表が届きました。
⃝郡 山 RC より会報が届きました。いわき平中央
RC より会報が届きました。
⃝ワールドアイが届きました。

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝オースター実行委員会事務局長

委 員 会 報 告

阿部健一様

⃝みずほ銀行支店長 浜田成人様（旧）髙荒功様（新）
浜田支店長の挨拶
いわき勤務を終えて、東京の本部へ
戻ることになりました。震災を挟んで
状況が大きく変わり、二つの支店を経

◆ 出席委員会（早川孝義委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

８月８日

51 名

30 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）

験したような思いです。３年４カ月の
間大変お世話になりました。ありがとうございまし
た。

３件

◆ 米山記念奨学会委員会（山野辺倉平会員）

髙荒支店長の挨拶

４件

当地は初めてでわからないことが多

◆ 雑誌委員会（佐々木宏副委員長）

いのですが、皆様との接点を通してい

ロータリーの友「見どころ読みどころ」
⃝横組 P ６～７ サクセスジャパン大作戦
2015 年６月までに会員数 10 万人を目指そう。
⃝横組 P12 ～ 13 会話をしながら楽しく食事を
⃝縦組 P27 いわき常磐 RC 橋本会員の投稿
⃝縦組 P28 相双分区南相馬 RC の投稿

ろいろと勉強していきたいと思いま
す。今後ともよろしくご指導をお願い
します。
★ 誕生祝

◆スマイルボックス委員会（佐藤淳委員）

三瓶和秀さん 鈴木東雄さん 酒井睦雄さん
（７月 20 日）

（８月 10 日）

（８月 19 日）

奈良宏一さん
（８月 20 日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
今日は七夕、夜はいわき踊りとお
忙しい中、多数ご出席いただきあり
がとうございます。
今、東邦銀行で、平城を１坪の大
きさのジオラマにしたものを展示し
ています。それはそれは立派にでき上がっておりま
した。永山スペース代表取締役の永山さんが５年を
かけて製作したものだそうです。14 日までやって
おりますので、ぜひご覧になれば、と思います。

会報・広報委員会

♥森雄治さん（阿部様卓話お願い致します）♥鈴木
清友さん（今日はニューオリンズ・ジャスの PR に
伺いました。よろしくお願い致します）♥佐藤淳さ
ん（七夕飾りが、一等賞を取りました。お帰りにご
覧下さい）♥坂本佳友さん（暑い日が続きますが会
員の皆様におかれましては身体をご自愛なさいます
ように…）♥松﨑倫久さん（早退します）♥浜田成
人さん（大変お世話になり、ありがとうございまし
た。髙荒新支店長をよろしくお願いします）♥伊藤
盛敏さん（浜田支店長のご活躍と髙荒新支店長を歓
迎して）♥酒井睦雄さん（誕生祝ありがとうござい
ます）♥三瓶和秀さん（誕生祝ありがとうございま
す）♥鈴木東雄さん（誕生祝ありがとう。古希とな
りました）♥奈良宏一さん（誕生祝ありがとうござ
います。皆様のご協力のお陰で 60 周年記念誌も今
月中に発刊できそうです。ご協力ありがとうござい
ました）♥関口武司さん（オールスター実行委員会
阿部健一様。卓話宜しくお願いします）♥松崎浩さ
ん（阿部様石山様卓話よろしく）以上、13 件

三瓶和秀

安田信二

