いわき平ロータリークラブ週報
創立 1953.6.18

承認 1953.6.29

http://iwakitaira-rc.jp/

■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F

（0246）25-3000

■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
会長：森

雄治

幹事：松村

耕三

発行：会報・広報委員会

第 2884 例会（12号） 2013 年９月 26 日（木）雨後曇

ガバナー卓話 SPEECH
2013－2014 年度国際ロータリー第 2530 地区
ガバナー
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いわき平ロータリークラブの思い
やりに感謝します。今日で 63 番目
の公式訪問ですが、声が上ずってい
まして、なかなか思うように言葉が
出ない状態です。疲れる仕事である
と実感していますが、同時にロータ
リーは出会いと研鑽であることも実
感しています。森さんが、いわき平ロータリークラ
ブに入って、会長になって、私は予定はありません
でしたが、ガバナーになりました。要職を頂いたお
かげで、いろいろな所で厚遇を頂いています。森会
長は、かつて私の地元にお店を構えまして、次第に
頭角を現してきました。足元をすくわれました。
ロータリーは一業種一人でありますが、新しい職
業の方が入ってきますと、ライバル同士になります
が、ライバル同士で違った職業の人たちが食事をし
て、テーブルを変えて、お互いの持ち味を情報交換
して、自分の会社に生かすということであります。
７月１日の年度初めのガバナー会に出席できませ
んでした。リスボンで開かれた国際大会に出席し、
ストライキに遭いました。リスボンの空港に行きま
したが、飛行機の時間が表示されませんでした。ま
た、いわき平ロータリークラブの 60 周年記念パー
ティーにも出席できませんでした。
全国 34 の地区の中で、会員数の減らない地区は、
福島県の 2530 地区などの３つだけで、あとはほと
んどが減りました。昨年度会員数は８万８千 300 人
ぐらいだったと思いますが、今年度のスタートは
８万６千700人ぐらいで、
1,600人ぐらい減っています。
その中で、2530 地区は減りませんでした。これは
直前ガバナーの時に新しいクラブをつくりました。
福島信達ロータリークラブです。2530 地区では 68
番目のクラブです。新しいクラブを作るには、最低
25 人の会員が必要です。そのクラブのおかげで、わ
れわれの年度のスタートは 2,250 人で、予算を組み

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

ました。２カ月を過ぎて、2,300 人を超えています。
恵まれたスタートとなりました。
少しずつ公式訪問を繰り返しているうち、いろい
ろな経験をしました。スタート当初はそれぞれのク
ラブの年次計画書を読んで臨めば、クリアできます
が、そのうちに、どうして日本のロータリアンだけ
が減ってしまったのだろうか、と途中から考えるよ
うになりました。年次計画書ではなく、年次報告書
を読んでみると、
「こういう計画を立てたのに、で
きなかった」
という報告書が意外と多いのです。ロー
タリーは経営ではなく、運営ですので、一年を乗り
越えればいい、ということもあるのかもしれません。
一週間に二日間、一日二回の公式訪問を行ってき
ましたが、途中で声が出なくなりました。訪問先の
クラブの方から「各クラブ側が年次計画書を読んで、
後からコメントを出してもらえばいい」という話を
頂きました。同情を頂き、そんな情報が次のクラブ
に届いていましたから、公式訪問を途中でやめても
いい、という話も頂きました。しかし、クラブによっ
ては、
「今日は公式訪問ですので、会長はなるべく
あいさつを短くします」といっても、人使いの荒い
所もありましたので、今日は、初めて情けをかけて
頂いきました。
春風をもって人に接し、秋霜をもって自らを慎む、
という言葉があります。かけた情けは水に流し、受
けた恩は石に刻め、という言葉があります。かつて
のパストガバナーが私たちのクラブへの公式訪問の
際に言われた言葉です。
先週から県北第二分区の公式訪問が始まりまし
た。ガバナーの後押しをしてくれている妻が同行し
ましたが、その際に困った人を助けする、ヘルピン
グ・アザーという言葉を今は実感ています。公式訪
問で、あるクラブからクラブに移動するとき、クラ
ブの会員の方に、荷物を宿泊先のホテルまで届けて
頂いたり、妻が手に怪我をした際に病院に連れて
いってくれたり、食事の面倒を見てくれたりしまし
て、ロータリアンの友情に甘えました。ロータリー
の連携や友情を感じました。また、その際に息子を
はじめ家族の有り難さもしみじみと感じました。
※引き続き、地区幹事の鈴木氏があいさつし、地区
大会の日程や内容を説明し、協力・支援を要請しま
した。

「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」
委 員 会 報 告

◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）
・
四つのテスト（有賀行秀会員）〕
有賀行秀会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝ 2013－2014 年度国際ロータリー第 2530 地区ガバ
ナー・渡邉公平氏。ガバナー補佐・越智正典氏。
地区幹事・鈴木修一郎氏

クラブ協議会の
渡邉ガバナーあ
いさつ

◆会長挨拶ならびに報告
多数のご出席に感謝します。本
日 は 午 前 ９ 時 半 か ら 会 長、 幹 事、
ガバナーとガバナー補佐と熱のこ
もった話し合いの場を持ちました。
松村幹事は私よりもロータリー活
動を長くされていますので、ガバ
ナーと話し合ったことはいわき平
ロータリークラブにとって意義があったと思いま
す。また、その後、クラブ協議会を開き、各委員長、
副委員長が活発に事業計画を発表し、それに対して、
ガバナーから心強い、思いやりのあるアドバイスを
頂きました。
私の実家は津波で流されましたが、そこにいろい
ろな資料を置いておきました。津波で流されなかっ
たものを整理しました。その中から、私が 28 歳か
29 歳の若いころに、いわき勿来ロータリークラブ
で行った卓話の週報が見つかりました。昭和 52 年
です。平ロータリーは会長が佐々木芳弘さん、幹事
が山﨑慶一さんの年度でした。その週報には、渡邉
ガバナーとの出会いが書いてあります。いわき平ロ
ータリークラブからは、飯野会員のお父さんがメイ
キャップしていました。
週報には、渡邉ガバナーとの出会いが書いてあり
ます。渡邉ガバナーは当時、全国の美容選手権で日
本一になり、全国の若い男性が師匠を求めて集まっ
てきていました。自分の進路を決めるきっかけを作
ってくれた方であり、今回、渡邉先生はガバナー、
時を同じくして私がいわき平ロータリーの会長とい
うことで、
縁を感じています。恩師ではありますが、
クラブの会長としてのスタンスは守ってまいりたい
と思います。

⃝ 2013－2014 年度国際ロータリー第 2530 地区の地
区大会の案内が届きました。
⃝福 島整肢療護園から「ひかりの丘」94 号が届き
ました。
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◆ 出席委員会（代理・松村耕三幹事）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

９月 26 日

51 名

38 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）

山野辺倉平さん、阿部弘行さん、有賀行秀さん、
志賀弘昌さん、大久保健蔵さん、三瓶和秀さん、黒
須幸雄さん、鈴木東雄さん。以上８件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

吉田仁平さん、有賀行秀さん、伊藤盛敏さん、志
賀弘昌さん、山野辺倉平さん、大久保健蔵さん、酒
井睦雄さん、三瓶和秀さん、阿部弘行さん、黒須幸
雄さん、飯野光世さん。以上 11 件

◆ Ｓ．Ａ．Ａ（黒須幸雄委員長）

クールビズは９月で終了します。

◆スマイルボックス委員会（関口武司委員長）
♥渡邉公平さん（祝）♥越智正典さん（いわき平ロー
タリークラブの会員皆様の奉仕活動に感謝して）♥森
雄治さん（ガバナー来訪を歓迎致します。一年間頑張っ
て下さい）♥松村耕三さん（渡邉公平ガバナーご指導
ありがとうございます）♥薄井親一郎さん（ゴルフコ
ンペ、観月例会ご協力ありがとうございました）♥佐々
木宏さん（渡邉ガバナーありがとうございます。９月
20 日の地震、皆様大丈夫でしたでしょうか）♥小暮憲
一さん（渡邉ガバナー公式訪問ありがとうございます）
♥関口武司さん（ガバナー、ガバナー補佐を歓迎して）
♥新妻純男さん（ガバナー公式訪問を歓迎致します）
♥佐藤淳さん（ガバナー公式訪問を歓迎致します）♥
吉田仁平さん（ガバナー、地区幹事歓迎）♥郡二三子
さん（ガバナー、地区幹事を歓迎して）♥有賀行秀さ
ん（渡邉ガバナーを歓迎して）♥鈴木弘康さん（渡邉
ガバナーを歓迎いたします）♥早川孝義さん（ガバナー、
ガバナー補佐を歓迎して。早退します）♥阿部弘行さ
ん（ガバナー来訪を歓迎して）♥三瓶和秀さん（ガバナー
訪問を歓迎します）♥坂本佳友さん（第３回クラブ協
議会おつかれ様でした）♥大久保健蔵さん（渡邉ガバ
ナー、鈴木地区幹事の来訪を歓迎致します）♥松崎浩
さん（渡邉ガバナー、鈴木幹事の来訪を歓迎致します）
♥飯野光世さん（渡邉ガバナーを歓迎して）♥伊藤盛
敏さん（ガバナー、地区幹事を歓迎して）♥松﨑勉さ
ん（ガバナーを歓迎して）♥新田俊彦さん（ガバナー
公式訪問を歓迎して）♥山野辺倉平さん（渡邉ガバナー、
越智ガバナー補佐の来訪を歓迎します）♥黒須幸雄さ
ん（渡邉ガバナー、鈴木幹事歓迎）♥勝田博志さん（ガ
バナー公式訪問を歓迎します）♥吉田義尚さん（渡邉
ガバナー、越智補佐を歓迎して）♥志賀弘昌さん（ガ
バナーを歓迎します）♥酒井睦雄さん（ガバナー公式
訪問を歓迎して）♥山﨑慶一さん（渡邉ガバナー公式
訪問を歓迎して）♥松﨑倫久さん（渡邉ガバナー、鈴
木地区幹事ようこそ。クラブコンペ優勝）以上、32 件

★本日の例会案内 10月３日（木）PM12：30～
新入会員卓話
常陽銀行平支店 支店長 片平正夫会員
お食事メニュー＝海鮮ちらし寿し
★次回の例会案内 10月10日（木）
PM12：30～
外部卓話 公益財団法人いわき青年会議所
理事長 山﨑健見氏「光のさくら祭りについて」
お食事メニュー＝トンフィレステーキ オルロフ風

三瓶和秀

安田信二

