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ガバナー卓話 SPEECH
ロータリー活動を楽しもう
国際ロータリー第2530地区
2018－2019年度ガバナー

平 井 義

郎

氏

本日は公式訪問でお邪魔させて
いただきました。はじめに本日持
参しました点鐘の鐘について話を
させていただきます。日本のロー
タリークラブが発足して 100 周年の記念事業として
各地区に贈られた鐘の一つです。台座には 2530 地
区の昨年度末までに発足した 66 クラブの名前が創
立順に刻まれています。いわき平ロータリークラブ
は４番目に刻まれています。今年度と来年度のガバ
ナーが公式訪問時に持参し、最終的には来年 10 月
にロータリー研究会で各地区への贈呈式を行うこと
になっています。世界に知られているロータリーが
さらにこの後も続いていってほしいという願いを込
めています。
７月に発生した西日本の豪雨災害に対してみなさ
んのご支援をいただきました。被災した各県の地区
ガバナー事務所に送金いたしました。東日本大震災
の時には 2530 地区に大きなご支援をいただきまし
た。そのときの恩を少しでもお返しするという思い
を込め、地区の中の復興基金１人 1000 円に加算し
て集めさせていただきました。会員のみなさんに応
援するという気持ちを持ってもらうための事業で
す。送金のタイミングの関係で、地区で一度すべて
送金し、クラブごとの集計がまとまれば基金に戻す
形をとっています。被害を受けたところは国際ロー
タリーの中の８地区ですが、そのうち２地区は被害
が小さかったので支援に回るという意向でしたの
で、被害の大きかった６地区に送りました。北海道
の地震についても支援を考えましたが、みなさんに
これ以上の負担を願えないと判断し、地区の復興基
金から送金する形を取ります。
さて、ガバナー公式訪問は、クラブの例会の機会
を利用して地区内の全クラブを訪問します。会員の
2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

みなさんの意欲を高めてもらうことを目的としま
す。ガバナーの第一の役割はクラブへのサポートが
挙げられます。あくまでもサポートで指示すること
ではありません。みなさんがクラブ運営をすると
きに援助、助言をすることです。2530 地区のクラ
ブ数は須賀川南ロータリークラブの解散で 65 クラ
ブとなりました。15 人の会員のうち６人が退会し、
運営ができないということで残念ながら解散となり
ました。早く情報があれば、サポート態勢を取って
存続の道を探れたのではという思いがあります。何
か困ったことがあれば、みんなで知恵を出し合い、
元気なクラブを創っていくようにお手伝いしたいと
考えています。
奉仕プロジェクトへの参加意欲を喚起し、クラブ
の活動を地域社会に紹介することへのお手伝いも大
事な仕事です。ロータリーは奉仕団体です。会員の
みなさんがやって良かったと思える活動をすること
が大事です。みなさんが参加意欲を持ち、地域の方々
にも理解、評価していただける活動を奨励していき
ます。地域のみなさんに応援していただける活動を
広めていきましょう。
さらには、「入会者に魅力があり、現会員が満足
できるような活気のあるクラブをつくるために、柔
軟なクラブ運営や新しい試みを採り入れるよう奨励
する」「ロータリーの重要な問題への関心を高める」
を進めます。みなさんの中でロータリーが楽しいと
思える活動を進めることが、会員増強、活動の活発
化につながります。従来通りの決められた例会への
出席だけでなく、自由な発想で楽しい活動を進めて
ください。将来にわたってロータリーが活動を継続
するためには、入会しやすい方法に変えていく必要
もあるでしょう。
ポリオ撲滅に関しては、３年前は３カ国 37 症例、
昨年は２カ国で 22 症例、今年は２カ国 14 症例となっ
ています。ゼロが３年続けば撲滅宣言となります。
支援いただいている基金は感染経路を調べたり、今
後の感染を絶つことにかかる費用に充てられる部分
が大きいです。今後も撲滅にご協力をいただきたい
と思います。
今後ロータリーの活動が継続され、クラブが元気
になっていくことをお願いしたいと思います。あり
がとうございました。

「インスピレーションになろう」
BE THE INSPIRATION

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ロータリー財団委員会（越智正典委員長）

司会：有賀幹事



〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（高萩阿都志会員）〕

阿部弘行さん、松﨑勉さん、大久保健蔵さん。
以上３件

◆青少年奉仕委員会（伊藤盛敏委員長）

★ 誕生祝

常葉 修一さん

佐々木貢一さん

（９月20日）

（９月26日）

原田

徹さん
（９月24日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来訪ロータリアンの紹介
第2530地区ガバナー・平井義郎様、同幹事・鈴木
和夫様、いわき分区ガバナー補佐・高萩勝利様、同
会計・星行夫様

◆高萩勝利いわき分区ガバナー補佐あいさつ
本日はガバナー公式訪問です。平井ガバナーは
ロータリーのことを熟知していますので、みなさん、
しっかりとガバナーの卓話に耳を傾けていただきた
いと思います。

◆会長挨拶ならびに報告
本日は平井ガバナーをお迎えして
の例会です。午前中、会長幹事会、
クラブ協議会を開催して、ガバナー
か ら 助 言 を い た だ き ま し た。 今 後
のクラブ運営に生かしていきたいと
思っております。13 日にいわき分区
の会長幹事会が開催されました。その時の協議事項
を一つお知らせします。入会から３年までのロータ
リアンを対象に下合同セミナーが 11 月 13 日に開催
されます。ぜひご参加ください。ガバナーのご提案
で参加者をグループ分けしてテーマを決めて討議を
実施します。

◆幹 事 報 告
⃝いわき勿来ＲＣ、いわき平中央ＲＣより会報が届
きました。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（五十嵐敦副委員長）
例会日
９月 20 日

基本会員数 出席者
52 名

27 名

以上３件

◆米山記念奨学会委員会（大久保健蔵委員長）

高萩阿都志会員

★ 結婚祝

阿部弘行さん、松﨑勉さん、越智正典さん。

メーキャップ数
―

会報・広報委員会

９月15日にユラックス熱海において、地区青少年
奉仕委員会セミナーが開催されました。インターア
クト、ローターアクト、RYLAの話がありました。
ロータリー活動を通して青少年がリーダーシップや
奉仕の精神を養い、人間としての成長をサポートし
ているという話でした。ロータリーの活動を子ども
たちに知ってもらうことも大切であるということを
肝に銘じて活動していきたいと思います。

◆スマイルボックス委員会（常葉修一委員長）
♥平井義郎ガバナー（本日はおまねきいただきあり
がとうございます。本年度の活動よろしくおねがい
します）♥高萩勝利いわき分区ガバナー補佐（本年
度の活動よろしくおねがいします。本日は、おまね
き頂きありがとうございます）♥関口武司さん（平
井ガバナー、鈴木地区幹事、高萩ガバナー補佐、星
分区会計を歓迎して）♥有賀行秀さん（平井ガバナー
を歓迎して）♥黒須幸雄さん（平井ガバナー、役員
の皆様の御来訪を歓迎致します）♥伊藤盛敏さん（平
井ガバナー、髙萩いわき分区ガバナー補佐を歓迎し
て）♥松﨑勉さん（平井ガバナーを歓迎して）♥大
久保健蔵さん（平井ガバナーを歓迎して）♥阿部弘
行さん（平井ガバナーを歓迎して）♥五十嵐敦さん
（平井ガバナー、本日はありがとうございました）
♥八幡恭朗さん（平井ガバナー、高萩ガバナー補佐
を歓迎して）♥山野辺倉平さん（ガバナー、ガバナー
補佐、役員を歓迎します）♥青木喜久男さん（平井
ガバナーを歓迎して）♥飯野光世さん（平井ガバナー
を歓迎して）♥竹内和洋さん（平井ガバナーを歓迎
して）♥鈴木東雄さん（ガバナー訪問を歓迎して）
♥三瓶和秀さん（ガバナーを歓迎しまして）♥山﨑
慶一さん（ガバナー公式訪問歓迎）♥新城美樹雄さ
ん（卓話よろしくお願いします）♥高萩阿都志さん
（阿部会長の活躍を期待しております）♥佐々木貢
一さん（結婚祝ありがとうございます）♥原田徹さ
ん（誕生祝ありがとうございます）♥常葉修一さん
（誕生祝ありがとうございます。）♥郡二三子さん（公
式訪問ご苦労様です）
以上24件
★本日の例会案内 ９月27日（木）12：30 ～
新入会員卓話
福島テレビいわき支社長 五十嵐敦会員
お食事メニュー＝サーモンといくら丼
★次回の例会案内

10月４日（木）12：30 ～

鈴木俊哉
安田信二 安武誠司
関口武司 三瓶和秀
八幡恭朗

