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ガバナー補佐卓話 SPEECH
ロータリー活動への参加を
国際ロータリー第 2530 地区
いわき分区ガバナー補佐

上 村 直

人

様

いわき平ロータリークラブには
３度目の登場となります。よろし
くお願いします。ロータリー歴は
浅く、震災の年に入会しました。震災後、仕事もな
く、湯本二中に双葉地方の被災者が避難していまし
たので、毎日のように炊き出しのお手伝いに行って
いました。その場に常磐ロータリーの会員も参加し
ており、入会のお誘いを受け、現在に至ります。
最近は会員の減少が問題になっています。私は地
道な声がけで会員を増やすしかないと思います。マ
スコミに宣伝してロータリーを知ってもらう方法も
ありますが、ロータリーはお金持ちが困っている人
に施しをする、と思っている人もいますので、１人
１人が丁寧にロータリーの活動を説明することが大
切です。
私は生まれも育ちも湯本です。私の父は常磐炭砿
の石炭輸送会社に勤めていました。会社には輸送部
門と板金塗装部門があり、父は 2 部門を統括してい
ました。当時、常磐ハワイアンセンターをつくるこ
とになりました。グループ会社には、設立に向けて
必要なほぼすべての業種がそろっていましたが、唯
一建築塗装部門がなく、当時の社長の命で、住宅塗
装に取り組むようになった訳です。それが今の私の
職業になっています。父は鹿児島出身で、借金を背
負って始めました。一山一家の精神でしょうか、周
囲の人の協力があって保証人になってくれてお金を
借りることができました。どうにかやってこられた
のも、人と人のつながりのお陰です。今ここでみな
さんにお会いしても、法人会で一緒の方や安全協会

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

でお付き合いがある方がいたり、横のつながりが今
を支えてくれています。
さて、本題のロータリー活動です。今年の芳賀裕
ガバナー年度はいくつかの大きな行事があります。
直近では、８月５日に RI 会長のマーク・ダニエル・
マローニー氏をお迎えして、歓迎会の晩餐会を裏磐
梯レイクリゾートで開催します。当初、各クラブの
会長、幹事のみなさんにお声掛けしていましたが、
定員の 300 人に余裕があります。急なお願いではあ
りますが、RI 会長にお目にかかれるせっかくの機
会ですので、ご希望の方は出席をお願いします。来
年の３月には復興フォーラムを開催します。実行委
員会を組織しますので、こちらも各クラブからぜひ
委員の選出をお願いします。
地区役員への出向者に関しては、2020‒2021 年度
はもっといわき分区から選出してもらうように、ガ
バナーエレクトの石黒秀司さんにお願いしました。
次年度の石黒ガバナー年度の次はいわき分区の志賀
利彦さん（小名浜 RC）がガバナーとなります。志
賀年度を一丸となって全力で支えるためにも、前年
から、多くの方に地区役員を経験してもらいたいと
思います。
ガバナー選出は、これまで８つの分区の輪番制で
したが、これからは県北第一と第二、中央と県中、
会津と県南、いわきと相双の４つのグループにまと
めました。志賀さんの次は会津・県南から選出しま
す。これまでよりもガバナーが回ってくることが早
くなると思われます。みなさんのご協力をお願いし
ます。１年間、よろしくお願いいたします。

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆幹 事 報 告

司会：佐々木幹事

⃝ハイライトよねやまが届きました。
⃝いわき分区報告書が届きました。
各自に配布します。

〔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

◆来訪ロータリアン
いわき分区ガバナー補佐 上村 直人

いわき分区幹事 矢内
いわき分区会計 金土

委員会報告・会員報告
様

忠様
重順 様

◆出席委員会（池田直彦委員長）
例会日
７月 18 日

基本会員数 出席者
51 名

29 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）
阿部弘行さん、佐々木貢一さん、村田祐二さん、
八幡恭朗さん、 鈴木東雄さん、森雄治さん、黒須幸
以上７件
雄さん。

★ 誕生祝

三瓶

和秀さん
（７月20日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆ロータリー財団表彰

マルチプルポールハリスフェロー
関口 武司 会員
阿部 弘行 会員

◆米山記念奨学会委員会（関口武司委員長）
阿部弘行さん、佐々木貢一さん、八幡恭朗さん、
鈴木東雄さん、森雄治さん、黒須幸雄さん、山崎洋
次さん、大久保健蔵さん、関口武司さん。 以上９件
◆親睦活動委員会（三瓶和秀委員長）
７月24日のゴルフコンペは、10人が参加し小名浜
カントリー倶楽部で開催します。25日には納涼例会
を開きます。送迎バスは午後５時50分にワシントン
ホテル、午後６時に市役所を出発します。

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）

◆会長挨拶ならびに報告
16 日に分区の会長・幹事会が開か
れ、さまざまな日程が確定しました。
平クラブへのガバナー公式訪問は９月
26 日に行われます。午前 10 時 30 分
からクラブ協議会を開きます。各委員
長さんは全員参加してください。午後
零時 30 分から通常の例会を開きます。ガバナー補佐
には本日と、ガバナー公式訪問の９月 26 日、さらに
２月６日、４月 16 日の合計４回訪問していただきま
す。主な日程では、地区大会が 10 月 27 日に福島市
の飯坂で開かれます。ぜひ参加してください。２月
15 日にはいわき分区の IM、４月 11 日には分区ゴル
フコンペ、５月 16 日には地区の研修協議会が開かれ
ます。さらには 11 月後半に新入会員セミナーを開催
します。
青少年交換留学生の制度については、しばらく受
け入れていませんでしたが、復活の動きがありま
す。過去に問題があったそうですが、問題解決の組
織を充実させて復活させたいとのことです。次年度
のガバナー補佐に関しては内郷クラブから選出する
ことになり、９月 15 日までに推薦をいただきます。
2021‒2022 年度には平クラブからガバナー補佐を選出
することになります。

♥ い わ き 分 区 ガ バ ナ ー 補 佐 上 村 直 人 さ ん、 同 幹
事 矢内忠さん、同会計 金土重順さん（１年間よろ
しく）♥阿部弘行さん（上村ガバナー補佐を歓迎して）
♥佐々木貢一さん（上村ガバナー補佐、本日はよろ
しくお願いいたします）♥三瓶和秀さん（誕生祝あ
りがとうございます。上村ガバナー補佐を歓迎しま
した）♥志賀康朗さん（娘が来月けん玉で全国大会
に参加します）♥山崎洋次さん（上村ガバナー補佐
の来訪を歓迎いたします）♥有賀行秀さん（上村ガ
バナー補佐を歓迎して）♥関口武司さん（上村ガバ
ナー補佐様を歓迎して）♥鈴木東雄さん（ガバナー
補佐よろしく）♥松崎浩さん（上村ガバナー補佐来
訪を歓迎して）♥松﨑倫久さん（上村ガバナー補佐
歓迎）♥八幡恭朗さん（上村ガバナー補佐を歓迎して）
♥大久保健蔵さん（上村ガバナー補佐の来訪を歓迎
して）♥森雄治さん（上村ガバナー補佐を歓迎します）
♥黒須幸雄さん（上村ガバナー補佐歓迎）♥軽部良
一さん（７月より入会させていただきました。皆様
よろしくお願いいたします）♥郡二三子さん（いわ
き分区の皆様、１年間お世話になります）
 以上17件
★本日の例会案内 ７月25日（木) 18：30 ～
納涼例会（於・向志満）
★次回の例会案内 ８月１日（木) 12：30 ～
第２回クラブ協議会

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会 安田信二

