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・マリキナRC訪問スピーチ
・
「私のひとこと」スピーチ
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後藤 忠久 会員

会 長 あ い さ つ

第 30 回会長挨拶

幡

2015-16 RI 会長
K.R. ラビンドラン

後藤 洋伸 会員
例 会 次 第

幡 研一 会長
開会点鐘
ロータリーソング「それでこそロータリー」

研一 会長

ソングリーダー

岩山知弘 会員

お隣の方と〈好意と友情〉の握手
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
幡 研一 会長
会長挨拶
食 事
箱岩 偉 幹事
幹事報告
各委員会報告

本日は台湾で起きた地震の情報から
お話し致します。
2 月 6 日早朝に高雄市を震源としたマ
グニチュード 6.4 の大地震は 116 名の犠
牲者と多くの被害者を出しました。震災
直後、台北文湖 RC の王 素蓉会長、林 華
明ガバナー、方 瑞嵐国際奉仕委員長にお見舞いのメー
ルを送りました。早速返事が来て、被害は南部だけに限
局し、台北は全く被害が無かったとのことでした。但
し、林ガバナーは台湾南部の出身の様で「明日南部の故
郷に行ってみる」とのことでした。
2011 年の東日本大地震の際は、台湾から大変な義援
金や人的支援などを受けております。
台北に被害が無かったとはいえ、RI3520 地区の中に
は被害の大きかったクラブもあると思います。何らか
の支援はすべきと思い、本日例会の終了後、臨時の理事
会を開いて支援の在り方について検討致したいと思い
ます。
次に理事会報告ですが、議事録にあるように、3 月・
4 月は行事が立て込んでおります。ご都合をご確認くだ
さるようお願い致します。
さて、本日のプログラムは、
「フィリピンマリキナ
ロータリークラブ訪問の報告」と後藤洋伸会員の「私の
一言」です。後藤忠久国際奉仕委員長を始め 8 名の会員
にはマリキナロータリークラブとの RI グローバル補助
金を活用しての事業の打ち合わせのため、2 月 6 日から
9 日にかけて、フィリピンへ行って頂きました。まさに
北朝鮮からテポドンが飛んでいる最中でした。後ほど、
ご報告頂きます。

● SAA より

増子 勉 委員

●プログラム・ニコニコBOX小委員会
佐藤武彦 委員長

◎本日のプログラム
閉会点鐘

幡 研一 会長

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

2 月 27 日（土）← 3 月 3 日（木）を変更
『県北第一分区インターシティ ･ ミーティング』
テーマ「世界へ平和と奉仕をプレゼントしよう」
13：30 〜登録 二本松市
「かねすい」
18：30 〜 辰巳屋

3 月 10 日（木）

『阿久津肇 PG RI 規定審議会出席壮行会』
※ 17：30 より 65 周年集合記念写真撮影を行いますので
ご集合願います。
12：30 〜 辰巳屋

3 月 17 日（木）

『創立 65 周年記念式典打合せ』
県北第一分区ガバナー補佐 鈴木和夫様
＊誕生祝い ＊「四つのテスト」唱和
＊「友」3 月号紹介 加藤裕司会員 ＊プログラム案内
＊ 3 月理事会 18：00（石林）

幹 事 報 告

18：30 〜 石 林

3 月 23 日（水）

例会変更のお知らせ
●福島北 RC、23 日の例会は創立記念夜間例会のため午後
6 時より辰巳屋となりますのでお知らせ致します。
その他のお知らせ
●例会終了後臨時理事会を開催致します。役員・理事の皆
様宜しくお願い致します。
● FAX にて 2 月理事会議事録と 3 月プログラムご案内を差
し上げております。65 周年記念行事等、早めのご返答を
お願い申し上げます。

『台北文湖 RC･ フィリピンマリキナ RC 歓迎会』
3 月 24 日（木）

16：00 〜 20：30 辰巳屋

『福島 RC 創立 65 周年記念式典 ･ 祝賀会』
◎登録／ 16：00 ◎開会／ 17：00 ◎閉会／ 20：30

3 月 27 日（日）

14：00 〜 からしまボウル
（市内本内）

県北第一分区親善ボウリング大会（受付13：00）
3 月 31 日（木）
1

理事会承認休会
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「マランダイ小学校」を訪問した後に、マリキナロー

本 日 の プ ロ グ ラ ム ①

タリークラブの事務所を訪問し、
「リハビリテーション

マリキナ RC 訪問スピーチ
国際奉仕委員会

後藤 忠久 委員長

センター」の設置に向けた打ち合わせを致しました。今
回の事業に関しては、
「ロータリー財団グローバル補助

2 月 6 日から 9 日までの日程で、フィ

金事業」として実施するため、福島ロータリークラブと

リピン マリキナ市を私と箱岩 偉幹事、

マリキナロータリークラブの綿密な打ち合わせが必要

佐藤 武彦会員、菅野 晋会員、菅沼 裕

不可欠となります。今後、マリキナロータリークラブの

会員、加納 武志会員、管野 裕一会員、

パスト会長の「Benjamin Edsal V.Malaya」
（Benjie）が窓
口となり、必要器材等の打ち合わせを進めて参ります。

紺野 晴郎会員の 8 名で訪問して参りました。
今回の訪問の目的は、長年に亘り支援を続けてきた

ただ、ロータリー財団グローバル補助金の申請は、かな

「マランダイ小学校」のその後の検証と以前よりマリキ

りハードルが高く、福島ロータリークラブの皆様のお
力添えをよろしくお願い致します。

ナロータリークラブより要請がありましたマリキナ市

全ての日程を終了し、9 日の早朝の便で帰国の途に付

保険局に設置する「リハビリテーションセンター」の事

きましたが、当日もマリキナロータリークラブのメン

前打ち合わせを行う事でした。
マニラに到着した時は、マリキナロータリークラブ

バーが空港まで見送りに来てくれており、彼らの心遣

のメンバーが出迎えに来てくれており、久しぶりの再

いに感謝しながら帰国致しました。以上、今回のフィリ

会を果たしました。
「マランダイ小学校」を訪問した当

ピン マリキナ市訪問の報告と致します。

日は、急遽、春節のためにフィリピンの祝日になり、学
校は、休校でした。代表の生徒さんが出迎えてくれると
いう事でしたが、訪問してみると 200 名位の児童と保
護者が我々の到着を待っていてくれ、子供たちのマー
チングバンドで出迎えてくれました。今回訪問したメ
ンバーの中には、初めて「マランダイ小学校」を訪問し
たメンバーもおり、その歓迎ぶりに大変感動しており
ました。また、歓迎会の中で今回持参した子供たちのた
めの「ボールペン 1300 本」を校長先生と子供たちに手
渡し致しました。
歓迎会の後に、今までに支援してきた事業を検証致
しました。福島ロータリークラブが、初めて支援した
事業である「水道の浄化装置」については、残念ながら、
設置後、10 年以上が経過し、現在は、
「使用不能」の状
態にありました。マリキナロータリークラブで修理を
検討中との事でしたが、何らかの支援が必要と感じて
きました。次に「コンピュータールーム」を見学しまし
た。この「コンピュータールーム」は、以前に寄贈した

本 日 の プ ロ グ ラ ム ②

「コンピュータールーム」が校舎の 1 階にあり、マリキ

「私のひとこと」スピーチ

ナ市を襲った台風の折に浸水し、水没したため校舎の 2

後藤 洋伸 会員

階に新たに「コンピュータールーム」を新設した時に支
援したものです。現在は、福島ロータリークラブが寄贈

おもいこみ

したコンピューターの他にマリキナ市が寄贈したコン

1/19 の降雪時の出来事です。会社に

ピューターもあり、かなり充実した施設になっており

1 本の電話が入りました。要約すると、

ました。

「専門業者がそんな仕事をするな」という苦情で、私が

また、昨年度の支援事業として実施されたものが「6
MONTHS IMPACT FEEDING」という事業で、6 ヶ月間食

内容確認をすると、相手の「おもいこみ」からの誤解と

事の栄養を十分に取れない子供たちに栄養のある食事を

分かりました。
私の会社では、樹木管理を年間契約していますが、最

与えるというもので、今回、私たちの訪問を出迎えてく

低毎月 1 回、台風・降雪など異常気象は随時、巡回作業

れたのが、その子供たちとその保護者の方々でした。
2

計 18 団地（109 棟）の規模になります。

をします。市内 56 か所と数が多いため、大変です。風
や雪の重みで枝が折れたり、垂れ下がった枝などを応

また、公園は荒川桜づつみ河川公園、ふたつやま公

急処置し、作業車両が近くまで行けないときは、現場に

園、あづま総合運動公園の一部が、毎月 1 回巡回をする

一時保管します。委託先からは、素早い対応が求められ

所であります。

るので、一時現場保管で良いとの指示もあり、通常作業

複数の班で、巡回をしないと 1 日では回りきれませ

でした。私が、1 件でも多く対応する為、緊急作業です

ん。県営住宅の管理する内容は、樹木の消毒（主に、サ

よと相手に説明すると、以前の作業が違うで、手抜きだ

クラの木）ケムシ対策ですね。あとは、樹木の剪定です

と「おもいこみ」
、私の会社に「喝」を入れようとしたこ

が、毎年手入れをする住宅の庭とは違い、大きな切かた

とみたいです。見ている方は、ちゃんと見ていますね。

をします。言葉ではわかりづらいですが、幹から出た枝

今日から早速会社で、
「ホー・レン・ソー」を徹底さ

を 1 番枝、そこから出た枝を 2 番枝、またそこから出た
枝と 3 番枝といいますが、庭木の手入れは、3 番枝を中

せようと思います。
補足説明しますと、県営住宅団地敷地内の木々を樹

心に剪定しますが、県営住宅の樹木剪定は、3~5 年に 1

木管理しています。場所は、野田町団地（2 棟）
、桜木町

回なので、1 番枝や 2 番枝を切るようになります。ゴミ

団地（5 棟）
、山下町団地（A ＋ B 棟）
、渡利団地（1 棟）
、

も大量に出ますし、危険なときもあります。安全帯は、

岡部団地（3 棟）
、笹谷団地（7 棟）
、泉白川団地（1 棟）
、

必需品ですね。時間もきましたので最後に、ご自分で庭

上並松団地（8 棟）
、河原前団地（2 棟）
、上川原田団地（2

木の手入れをされる方は、3 番枝を主に剪定すれは失敗

棟）
、花見山団地（7 棟）
、荒井団地（10 棟）
、霞町団地（A

も少ないと思いますよ。それでもうまくいかないとき

＋ B 棟）
、北信団地（8 棟）
、森合台の前団地（A ＋ B 棟）
、

は、
「私のひとこと」を読みましたの御連絡で私が、お

森合団地（1 棟）
、宮代団地（平屋 10 棟）
、蓬莱団地（39 棟）

邪魔致しますので、宜しくお願いします。

福島ロータリークラブ

創立 65 周年式典
担 当

1
2

実行委員長
実行副委員長
実行副委員長
実行副委員長
実行幹事
実行副幹事
実行副幹事
会 計
SAA
副 SAA
総務部会長
総務副部会長

後藤 忠久
古俣 猛
森岡 幸江
箱岩 偉
相良 元章
反後 太郎
佐藤 朋幸
紺野 晴郎
加藤 義朋
本保 晃
右近 八郎
増子 勉

全般
総務部会
式典部会
祝賀部会

7

広報部会長
広報副部会長

糠澤 修一
田沼紀美子

部会員

8

式典部会長
式典副部会長

渡邊 又夫
坪井 大雄

部会員

9

祝賀会部会長
祝賀会副部会長

大沼 健次
菅野 晴隆

部会員

菅野 晋
日比野恒夫

部会員

3

4
5
6

10 友好クラブ部会長
友好クラブ副部会長

アドバイザー／阿久津

肇

部会員

渡辺 健寿

2015 年12 月14 日

実行委員会
委 員

備 考

友好クラブ部会
広報部会
友好クラブ部会

丹治 正博
金子與志人
白岩 康夫
海野 卓哉
信国 一朗
本保 晃
佐藤 順一
北村 清士
安藤健次郎
内池 浩
熊坂 仁美
相良 元章
狩野 安則
今井理基夫
清水 義之
茂木 正志
菅沼 裕
岩山 知弘
門脇 渉
牧野 吉晃
会長／幡 研一
3

藤井 高志
江花 亮
丹羽 和也
長谷部一雄
高橋 雅行
五阿弥宏安
金子與志雄
氏川 守義
佐藤 英典
茂田 士郎
佐藤 武彦
鈴木 勇人
浦部 博
勢島 昇
三木エリカ
小林 仁一
後藤 洋伸
久保田吉朗
松浦 敬裕

反後 太郎
菅野 孝志
八子 英器

森川 英治
児玉 健夫
岩城 章

プログラム・会場
記念品・記念事業

阿部 力哉
安藤 錬雄
河田 亨

草野 武夫
稲葉 鐘吾
三宅 喬

広報
マスコミ対応

有田 吉弘
井上 賢司
林 隆壽
三浦 康伸
吾妻 勝春
佐藤康太郎
中尾根康宏

今井 康
小原 敏
森 洋一
加納 武志
安斎 圭一
佐藤 朋幸
野原 邦亮

記念式典

管野
岡田
土屋
山内

江刺家宏樹 歓迎会
加藤 裕司
歓迎接待
靏丸 直久
八巻 恵一

裕一
新也
敦雄
功

祝賀会・歓迎会
アトラクション

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2015-16 WEEKLY REPORT vol.30
◆「早退防止は当クラブ会員から」をモットー（例会へ
の出席が重要）とし、ビジターには下記のようなメモ
を渡して早退防止を図る。
〜ビジターの皆さまへ
本日はようこそ当福島ロータリークラブにお越し下
さいました。折角の機会です。どうぞ最後までお付き
合い願えれば誠に光栄に存じます。やむを得ず早退さ
れる方は、SAA まで申し付けください。
福島ロータリークラブ SAA 〜

本 日 の プ ロ グ ラ ム

SAAよりお知らせ

増子 勉 会員

目標・方針
例会やその他の会合で、会が秩序正しく楽しい
雰囲気で運営・進行されるよう務める
＊例会場の秩序を保つためのあらゆる権限を持つ重要
な役職であり、執行機関に属する。SAA が正式な役職
として定められたのは、1906 年であり、ポール・ハリ
ス、マックス・ウォルフ、チャールズ・ニュートンの 3
人がシカゴクラブの最初の SAA に就任している。

◆例会場の入り口に「入りて学び、出て奉仕せよ Enter
to learn, go forth to serve」
（1947-48 年度 RI 第 39 代
会長 S.Kendrick Guernsey）の垂れ幕を掲げて迎えご
案内する。

活動計画
○ビジター・来賓の歓迎体制確立…来客や会員を笑顔
で迎え入れる
（幹
○好意と友情の握手…「ロータリー・ソング」後、
事の指示で）起立したまま出席者は、好意と友情をあ
らわすため、両隣の人と握手を交わす。
○例会中の携帯電話、私語など基本的なマナー、ルール
を明確化し、徹底を図り秩序維持に努める。私語が多
いときは鈴を鳴らして「お静かに」看板を挙げ、静か
になったら「有難う」を挙げる。
○例会時誕生日のプレゼントのテーブルに季節の花を
添え、祝福する。
○会員相互の親睦を図るため、定期的な席替え。座席を
3 カ月毎に生年月日、干支、住所などを参考に変える。
抽選で席決めも。
○開会 1 分前のアナウンスをして着席を促す。
○より一層喜ばれる食事の実現に向け関係者と連携し
知恵を絞る。
○クラブ創立 65 周年記念例会には、例会場の後部に表
彰状・感謝状など整然と並べ展示する。

ニコニコBOX報告

〈報告〉佐藤武彦 委員長

私のひとこと

八子 英器 会員

ロコモティブシンドローム
ロコモティブシンドロームの略称はロ
コモ。メタボほど人口に膾炙していない
が、最近しばしば耳にする言葉だ。異動や運動のことを
英語でロコモーションと言うが、この能力に障害を来た
す危険が高い状態の事を言う。
私は、まさにこのロコモと言われる状態に悩まされて
いる。腰部脊柱管狭窄症の手術を 2 回受けた後、それな
りのリハビリはしているつもりだが、下肢の筋肉の回復
が思わしくない。歩行、特に長時間の歩行や階段の昇降
などがやや困難になっており、当然のことながら外出が
億劫で、ロータリーを含め外出の機会が減っている。今
では数少ないロータリー例会の出席が、ロコモ防止の
一つになっているのだ。大会や各種会議も欠席がちに
なっており、大変心苦しく申し訳ないと思っている。
ロコモなどで日常生活が制限されない健康寿命の大
切さを痛感しているところだ。

本日のニコニコBOX投入額

幡 研一 会長
マリキナ訪問ご苦労様です。グローバル補助金是非とも
成功させましょう !!
箱岩 偉 幹事
2/6 〜 9 まで、フィリピンマリキナ RC を訪問してきまし
た。後藤会員のスピーチを楽しみにしています。
安藤 錬雄 会員
去年に勝る 福招き さる年生まれの幡研一会長の誕生
日おめでとうございます。
山内 功 会員
西口、吾妻連峰のながめがなかなかすばらしいですね。
このまま暖かくなることはないでしょうが、春の足音が少
し近づいてきた気がします。
牧野 吉晃 会員
2 月 14 日に「いわきサンシャインマラソン」に出てフル
マラソンに初チャレンジしました。なんとかネット 5 時間 6
分 26 秒で完走することができました。次回は 5 時間切りに
チャレンジしたいです。

30件

¥60,000

累計

¥1,675,000

茂田 士郎 会員
久しぶりに風邪をひいて寝込みました。微熱とのどと鼻
水だけで、インフルエンザではありませんでした。家内に
うつして私は回復しました。
清水 義之 会員
寒暖の差が激しいですね。先月現れた吾妻小富士の雪う
さぎも今日は雪で見えなくなってしまいました。是非ご自
愛下さい。
──────────────────────────
他に／菅沼 裕会員／佐藤武彦会員／反後太郎会員／管野
晴隆会員／林 隆壽会員／佐藤英典会員／久保田吉朗会員
／信国一朗会員／岡田新也会員／児玉健夫会員／三木エリ
カ会員／今井理基夫会員／森岡幸江会員／藤井高志会員／
坪井大雄会員／安藤健次郎会員／八巻恵一会員／中尾根康
宏会員／増子 勉会員／田沼紀美子会員／相良元章会員／
松浦敬裕会員／加藤義朋会員
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