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創立 65周年記念式典祝賀会 打合せ
会 長 あ い さ つ

第 34 回会長あいさつ

幡

2015-16 RI 会長
K.R. ラビンドラン

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

渡邊又夫 会員

三木エリカ 会員
「四つのテスト」唱和
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
相良元章 会員へ
新米山功労者の伝達
松浦敬裕 会員
退会あいさつ
幡 研一 会長
会長あいさつ
古俣 猛 会長エレクト
PETS 報告
食 事
箱岩 偉 幹事
幹事報告
各委員会報告

松浦敬裕会員、牧野吉晃会員の退会残
念ですが、今後増々のご活躍をご祈念申
し上げます。なお、牧野敬裕会員は 65 周
年記念式典にも参加される予定です。
5 月 28 日は東京交歓会を福島で行いま
すので、お二人ともぜひご参加下さるようお願い申し
上げます。
さて、当クラブ 65 周年記念式典も、あと 1 週間となり
ました。当初は創立記念夜間例会程度に考えていたの
ですが、徐々に拡大し、式典には台北文湖RCから27名、
フィリピンマリキナ RC から 11 名を含み、総勢 180 名と
大勢の参加の下、盛大に行われることになりました。
後藤実行委員長を中心にして、各部会で精力的に準
備を整えて頂きました。福島ロータリークラブの底力
のすごさに今更ながら感心致しました。
前日 23 日の歓迎会、24 日の記念式典、ならびに祝賀
会において、会員の皆様でお客様を暖かくお迎えした
いと思いますので、ご協力を宜しく申し上げます。
本日のプログラムは、古俣 猛会長エレクトの PETS
報告と、記念式典の打ち合わせ会です。部会毎に打ち合
わせをお願い致します。

●広報マルチメディア・雑誌小委員会
「友」3 月号紹介

丹羽和也 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
幡 研一 会長
閉会点鐘
■例会終了後に式典リハーサル
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

●米山奨学生

ヴ クアン ジューフン さん
＊ 3 月奨学金の給付
表彰・伝達

●新米山功労者の伝達

相良 元章 会員
退会あいさつ

松浦 敬裕 会員

幹 事 報 告

例会変更のお知らせ
●福島南 RC、3 月 23 日（水）の例会は創立記念例会の為時
間帯変更しております。
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●他の団体とのパートナーシップの強化を図る

P E T S 報 告

４）全クラブが会長賞に挑戦できるように総力でクラブを支援する

会長エレクト研修セミナー報告

●全クラブが会長賞に挑戦することにより、MY ROTARY・

古俣 猛 会長エレクト

ロータリークラブセントラルなどオンラインツールに関
心を持ち、それを利用できるようにする
5. ロータリー財団 100 周年年度の意識を持って目標を総
力で達成する
●ロータリー財団に対する地域社会の人々の認知度を高める
●ロータリー財団プログラムと関連する大きな達成を表彰
する（寄付者など）
6. 米山記念奨学会委員会活動の積極的な支援
●年間普通寄付金一人 5,000 円、特別寄付金一人 10,000 円
の達成

「RI テーマと地区目標」との内容で佐
久間英一ガバナーエレクトより説明があ
りました。まず、2016-17 年度国際ロータ
リー共通目標としては、1. クラブのサポー
トと強化 2. 人道的奉仕の重点化と増加 3. 公共イメージと
認知度 さらに、重点分野として、・平和と紛争予防／紛争
解決 ・疾病予防と治療 ・水と衛生 ・母子の健康 ・基本的教
育と識字率向上 ・経済と地域社会の発展 これらが共通目標
と重点分野であるとのことです。
次に、2016-17 年度国際ロータリー第 2530 地区活動目標
（案）として、ガバナーを先頭に地区戦略計画委員会・地区
運営（戦略・IT）委員会とガバナー補佐・各地区委員会の密
接な連携をもとに、各ロータリークラブの活性化に役立つ
ような方法によって「戦略計画の浸透、RI 会長賞への挑戦、
ロータリー財団 100 周年年度に当たっての諸活動等」の目
標を達成すべく活動する。
具体的には、
１）地区の各クラブへのサポート強化
●会員増強 地区目標 純増 80 人（50 名以下のクラブは 1 名
以上、51 名以上のクラブは 2 名以上の純増）
●会員維持率 地区目標 前年度に比べ 1% 以上上げる。また
は 100% 維持
●会員出席率 地区目標 85% 以上
２）人道的奉仕の重点化と増加
●永久にポリオを撲滅する意義を理解し、寄付活動に協力
する会員を増やす
●地区財団活動資金（DDF）の 20% 相当額をポリオプラス
に寄贈する
●年次基金 5% アップの必達
●財団の補助金と 6 つの重点分野を通じて、ロータリーの
人道的奉仕の質と影響を高める
●青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの 6 つの
重点分野と関連したプログラムや活動の持続性を高める
３）公共イメージと認知度の向上
●ロータリーに対する人々の認識を高める
「世界でよいこと」をしてきた財団
●ロータリーの功績と、
の 100 年の歴史について会員の認識を深めるとともに、
広報にも利用する

ニコニコBOX報告

〈報告〉佐藤武彦 委員長

私のひとこと

渡邊 又夫 会員

古きロータリアン、逝く
17 日（木）の朝、訃報が届きました。昭
和 55（1980）年ごろ日本銀行福島支店長
だった大浦裕二氏（82 歳）です。京都大学後輩の中島健
至
（前）
支店長と酒を飲むため、一昨年、来福されました。
蔦監督率いる徳島池田高校出身らしく、豪快でち密、酒
と友人をトコトン愛した実に素晴らしい方でした。
阿武隈川河畔にある「御倉（おぐら）邸」が当時の支店
長役宅でした。恒例となった 5 月の「観藤会」
、三部屋通
しの大宴会など知る人は少なくなりましたが、大浦支店
長の英断によるものです。昭和 8 年酉年生れの「はっと
り会」
、私もこの役宅で深夜まで酒を酌み交わしました。
2000 年ごろ、日銀は各地の支店長宅を売却すること
になりました。驚いた私は「この歴史的な建造物は市が
購入保存すべき」と当時の吉田市長に迫りました。役宅
を知る多くの有力者の賛同があって、このお屋敷は地区
公園「御倉邸」として残りました。大浦支店長の「役宅解
放主義」がここで結実したものと言えます。
（注：全国
で 2 例だけ）
見事な日本建築と庭園を見ながら明治初頭まで続い
た阿武隈川舟運、米沢藩の米蔵、日銀の東北最初の支店
がなぜ福島なのか等、知ることが出来ます。福島クラブ
も創立 50 周年に「福島の古絵地図」を寄贈しました。お
花見の時節となると御倉亭は一層の賑わいを見せるこ
とでしょう。

本日のニコニコBOX投入額

27件

¥57,000

累計

¥1,826,000

幡 研一 会長
（ここ）より永遠（とわ）に」という映画の中でモンゴメリー
松浦会員、牧野会員の退会、残念ですが又ご活躍下さい。 ･ クリフトが親友のフランク ･ シナトラの死を悼んで夜明
65 周年式典準備ありがとうございます。
けにトランペットを吹くシーンが印象的でした（実際には
箱岩 偉 幹事
ルイ ･ アームストロングが吹いていたそうです）
。アメリカ
長男が無事志望校に合格しました。3 年間元気に通って
軍での新兵いじめを暴露した映画として有名です。
欲しいと思います。来週はいよいよ 65 周年式典祝賀会で
──────────────────────────
す。皆様のご協力よろしくお願い致します。
他に／古俣 猛会員／坪井大雄会員／八巻恵一会員／森岡
松浦 敬裕 会員
幸江会員／井上賢司会員／安藤健次郎会員／熊崎仁美会員
いろいろお世話様になりました。後任は決まっていませ
／児玉健夫会員／林 隆壽会員／丹治正博会員／野原邦亮
んが発表がありましたら入会するように引き継ぎます。
会員／土屋敦雄会員／佐藤英典会員／三木エリカ会員／加
茂田 士郎 会員
納武志会員／今井理基夫会員／菅野晴隆会員／氏川守義会
先日、二本松での IM に参加してその懇親会で「夜明けの
員／靏丸直久会員／田沼紀美子会員／反後太郎会員／増子
トランペット」を聞き感動しました。60 年ほど前に「地上
勉会員／佐藤武彦会員
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