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国際奉仕委員会担当卓話 SPEECH
国際奉仕委員会
委員長 大久保

健

蔵

会員

２月は世界理解月間となっていま
す。私たちの国際的な話題、心配事
にイスラム国の問題があります。今
朝の朝刊にもパイロットが殺害され
ていたという記事が出て、先日も日
本人２人の方が殺害され、日本に不
安を呼び起こしました。レンガ通り
にイスラエル出身のガブリエルさんが雑貨の店を開いて
いまして、イスラエルから見たイスラム国について、お
話をお願いしましたが、今週は出張でいらっしゃらない
ため、別の機会を設けたいと思います。
お手元に資料をお届けしました。その一つは、地区国
際奉仕委員会の武田委員長が所属している郡山南ロータ
リークラブの国際奉仕の取り組みです。吉田仁平会員が
この委員会に出向されています。郡山南ロータリークラ
ブは1977年から35年余りの間に交換留学生を10人受け入
れています。当クラブも受け入れや派遣に取り組み、詳
細につきましては60周年記念誌に掲載されています。
郡山南ロータリークラブは海外クラブとの交流も活発で
す。また、ワールド・コミュニティ・サービス（ＷＣＳ、
世界社会奉仕）では、フィリピンの地区とかなり綿密に
協力しています。１万6,000ドル程度の奉仕で、クラブか
らは10％程度の支出となっているようです。
交換留学生が大震災・原発事故に遭遇の報告がありま
すが、当クラブでも受け入れていた方が病気となり、松
村先生には大変、お世話になりました。あらためておわ
びお申し上げます。昨年、いわき分区方式の交換留学生
の受け入れは一時休止されていますが、いずれ、時期を
見て、制度をもう一度、しっかりとした形にしてほしい
と願っています。
また、国際奉仕委員会の佐藤副委員長の報告では、ロー
タリーの目的がありますが、これはロータリーの綱領で
あり、言葉が入れ替わっています。国際交流の例として、
姉妹クラブ、双子クラブ、友好クラブなどがあります。
また、ＶＴＴはロータリーの職業研修への取り組みです。
若い専門職業人が海外で職業風景を見学するＧＳＥの概

2014～2015年度
国際ロータリーのテーマ

念を引き継いでいます。
今年はサンパウロで国際大会が開かれます。昨年のシ
ドニーでの大会には森直前会長が参加され、今年もぜひ
参加したいとお聞きしました。
次の資料は、前期の委員会で聞きました「国境をなく
そう」という話です。郡山南ロータリークラブのノワ
ロー・ジョン・パスカルさんというフランス人の方の話
です。ある程度の会話能力とコミュニケーション能力は
大事だと思います。私を含む多くの日本人は、相手を尊
重しすぎて、自分の思っていることを十分に口に出さな
いことを美徳と考えますが、それでは、なかなか相手と
真の信頼や友情を得られないではないかと思います。日
本と外国の方を結ぶには、必要なことがあると話してい
ました。
パストガバナーの味戸道雄氏は「国際奉仕はロータ
リーの華」
というお話をされました。ロータリアンになっ
た以上は、国際的な存在だということだと受け止めまし
た。日本を愛することは当然ですが、国際的なロータリ
アンの立場として、偏見を持たないことが大切だと考え
ます。
さて、テニスでは錦織圭選手が全米オープンで準優勝
し、賞金は１億4,500万円です。優勝は３億円です。四大
大会で、全米が最も高く、次いでウィンブルドンも同程
度です。錦織選手は日本男子で初の快挙です。ロータリー
とテニスとの関わりでは、いわき常磐ロータリークラブ
は青少年健全育成を目的に、テニスの大会に援助してい
ます。親子のテニスチームなどを作って、大会を運営し
ています。いわき平ロータリークラブとしても青少年健
全育成のために、私も微力ながらご協力していきたいと
思います。

◆幹 事 報 告
⃝いわき分区より
「ふくしま被災地まち物語７ＤＡＹＳ」
のパンフレット及びポスターが届きました。
⃝いわき市国際交流協会より「ＷＯＲＬＤ

ＥＹＥ」が

届きました。
⃝いわき勿来ロータリークラブより会報、いわき平中央
ロータリークラブ、いわき桜ロータリークラブより２
月プログラム予定表が届きました。
⃝２ 月 18 日に新会員合同セミナーが開かれますので、
参加申込は幹事までお願い申し上げます。

「ロータリーに輝きを」
LIGHT UP ROTARY

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：坂本幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
ロータリーの目的
（志賀弘昌会員）
・四つのテスト（松
村耕三会員）
〕
志賀弘昌会員

松村耕三会員

★ 誕生祝

★ 結婚祝

佐々木芳弘さん

新田俊彦さん

（２月５日）

（２月11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
寒い日が続いていますが、いかがで
しょうか。本日は、これから雪が降る
という予報です。本年度のＲＩ会長の
メッセージであります「ロータリーに
輝きを」というテーマの下で、現会員
の維持、または、新しいアプローチと
アイデアを持って、会員増強に取り組
んでいます。ＲＩ会長を務められた田中作次氏は、日
本にいる友人につきまして、本人の了解を得て、紹介
していただく作戦を掲げています。この取り組みを地
区に分け、そして各クラブに分けて、入会につなげる
遠大な計画です。先日の理事会でこの計画の資料をお
渡しし、今後、検討していきたいと思います。その推
薦状を皆さまにもお届けしました。当クラブでもクラ
ブ内の推薦につきまして、皆さまのお力を拝借し、会
員増強委員会に推薦状を提出いただければ、会員増強
につながると思いますので、よろしくお願い申し上げ
ます。地区大会は４月 25 日と 26 日に福島市で開かれ
ます。親睦活動委員会が企画を進めていますので、ご
参加をお願い申し上げます。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

２月５日

50 名

32 名

―

◆ ロータリー財団委員会（森雄治委員長）
三瓶和秀さん、佐々木芳弘さん。

以上２件

◆ 米山記念奨学会委員会（山野辺倉平委員長）

山崎洋次さん、松﨑倫久さん、三瓶和秀さん、佐々木
以上、
４件
芳弘さん。

◆ 地区後期委員会報告
（吉田仁平会員（国際交流委員会委員として出向）
）

２月１日に福島市で地区の後期の委員会総会があり
ました。職業奉仕は、４月 11 日に郡山市でパネルディ
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スカッションが開かれます。社会奉仕は、今年度まで
猪苗代湖の浄化を行ってきましたが、地区で１人当た
り 500 円の醵出は今年度限りで、来年度はないという
ことです。ただ、今後も奉仕の協力をすることには地
区の社会奉仕委員会で決定済みですので、毎年、クラ
ブから数人が参加している浄化掃除は次年度も行うと
いうこととされました。
また、
「ロータリーの友」の読みどころを紹介します。
横組みの 38 ページに、ロータリーの特別月間が次年度
から大幅に変更になることが書かれています。その次
のページからはロータリー財団について書かれていま
すが、松崎会長エレクトが３月７日と８日に開かれる
ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）に参加される
中で、財団について、よくお聞き頂きたいと思います。
また、今月 18 日のいわき分区新会員セミナーにつきま
しても、新会員、ロータリー情報委員会、会員増強委
員会の皆さまの出席をお願い申し上げます。４月 26 日
には地区大会が開かれます。５月 23 日には、いわき桜
ロータリークラブの 10 周年記念式典が開かれますので、
出席をお願い申し上げます。田中ＲＩパスト会長がお
見えになるというお話でもあります。６月６日と７日
はサンパウロで世界大会があり、参加希望者は申し込
みをお願い申し上げます。当地区の参加は 50 人の目標
です。喜多方、相馬などの参加予定があります。

◆ 親睦活動委員会（伊藤盛敏委員長）

観桜例会は日程を変更し、４月４日と致しました。
浜離宮恩賜公園での観桜、銀座アスターの中華ランチ、
劇団四季ミュージカル「ライオンキング」鑑賞を計画
しました。２月 19 日まで申し込みをお願いします。ご
家族そろって出席をお願い申し上げます。先着 22 人で
す。また、４月の地区大会の際に、前日にゴルフコン
ペを予定しています。

◆スマイルボックス委員会（薄井親一郎会員）
♥鈴木東雄さん（大久保さんよろしくお願いします）
♥吉田仁平さん（大久保さんよろしく）♥松﨑倫久さ
ん（大久保さん卓話よろしく）♥志賀弘昌さん（大久
保さん卓話よろしく）♥坂本佳友さん（大久保さん卓
話楽しみにしております）♥松崎浩さん（大久保さん
卓話よろしく）♥三瓶和秀さん（大久保さん卓話よろ
しくお願いします）♥大久保健蔵さん（本日卓話します。
宜しくお願いします。先日２人目の孫が生まれました。
妻が大貞ビル１Ｆにスナックを開店させました）♥山
ミチ ヒロ
﨑慶一さん（志賀さんお孫さん（理 大 さん）おめでと
うございます）♥鈴木浩さん（2/6 は弊社の 107 周年式
典をワシントンＨさんで行います。福島にお世話になっ
て 100 年です。ありがとうございます）♥佐々木芳弘
さん（誕生祝ありがとうございます）♥新田俊彦さん（結
婚祝ありがとうございます）♥山崎洋次さん（先日は
何回目か忘れてしまっている結婚記念日のお祝いあり
がとうございました）♥飯野光世さん（春は名のみの
以上 14 件
寒さ、御自愛の程）


★本日の例会案内 ２月12日
（木） PM12：30～
会員卓話 関口武司会員
お食事メニュー＝牛フィレステーキ
★次回の例会案内 ２月19日
（木） PM12：30～
会員卓話 鈴木弘康会員
お食事メニュー＝天丼

安田信二

関口武司

八幡恭朗

