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第1591回例会
令和元年７月18日（12：30～13：30）

■公式メイクアップ者
◦７月13日：中目公英、成井正之
◦７月16日：中目公英、兼子聡
◦７月17日：中目公英、兼子聡

○ソング
　◦日も風も星も
○スマイルBOX
　◦白河ＲＣ　会長　田代行孝様（本日は、草野好夫幹事とともに表敬訪問にお邪魔しました。どうぞよろしく

お願いいたします。中目公英会長及び兼子聡幹事のご活躍をご期待申し上げます。）
　◦白河ＲＣ　幹事　草野好夫様（田代会長と幹事の草野、一年間何かとお世話になります。）
　◦中目公英会長（本日は、白河ＲＣ田代行孝会長、草野好夫幹事、ようこそ白河西ＲＣへお越しいただき、あ

りがとうございます。また、稲田朋美先生、コミネス志賀野桂一館長、お二人方もようこそ。）
　◦永野文雄会員（各委員長さん、発表ご苦労様です。一年間よろしくお願いします。先週昨年度出席率100％

の表彰をいただきました。ありがとうございます。本年も努力します。白河クラブ田代会長、草野幹事さん、
ようこそ。）

　◦成井正之会員（白河ＲＣ田代会長、草野幹事様、ようこそ。本年も宜しくご指導お願い致します。）
　◦佐藤清作会員（白河ロータリークラブの田代会長

様、草野幹事様ようこそ。）
　◦宮本多可夫会員（遅れましたが、中目会長・兼子

幹事の船出を祝して。白河ロータリー田代会長・草
野幹事ようこそ。）

　◦佐川京子会員（中目会長、兼子幹事１年間よろし
くお願いいたします。また、先週は大変お世話様に
なりありがとうございました。また、先日12日に初
孫が無事に生まれました。孫にデレデレばあばで
す！これからもよろしくお願いいたします。）

　◦山田顕一郎会員（とりあえずスマイルです。）
　◦根本あゆみ会員（とりあえずスマイル。新年度な

ので。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４４名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ５８名

C  Ⓐの出席者数 ２７名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 １名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ７名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３５名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５１
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６６．６０％

第1591回例会出席状況� （R元年７月18日)
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本日のプログラム
■会長の時間 中目公英会長

　皆さん、こんにちは。7月の第3週目、忙
しいなか今日も出席いただきましてあり
がとうございます。今日はお客様がいらっ
しゃいますので、まずお客様のご紹介をさ
せていただきます。白河ロータリークラブ

の田代行孝会長です。同じく白河ロータリーの草野幹事さ
んです。例会を楽しんでいってください。それから、「コ
ミネス」の志賀野桂一館長です。もう間もなく我がクラブ
に上杉議員が所属しているものですから、是非とも一言ご
挨拶をしたいとかいうふうなお話で、自民党の衆議院議員
の稲田朋美先生がこちらのほうに今向かっている最中なん
だそうでございます。そのような沢山のお客さんの参加の
もと、今日の例会のほうを執り行うことになりました。さ
て、会長の時間です。先週の例会終了後、理事会が行われ
ましたので理事会の報告につきまして皆様方にご案内を差
し上げます。この後、委員会報告で委員長さんから同じよ
うな話があるかもしれなく重複するかもしれませんが、私
のほうから理事会の結果を報告させていただきます。まず
初めに7月25日、この次の例会、我がクラブの納涼例会を
行うこととなりました。場所は「グランドエクシブ」です。
エクシブさんの都合で通常6時半開会点鐘なのですが、7時
から開会になります。おそらくガーデンでの子供たちの花
火であるとか、なんだかんだのアトラクションを親睦委員
会が考えていると思いますので、もう既にご案内皆様方に
行っているかと思いますが、是非奥様お子様お孫様連れで
ご参加をいただければと思います。それから、日本ロータ
リーが今年創立100周年を迎えるということで、日本ロー
タリーのピンバッチができるから是非とも皆さんどうです
かというふうなお話が来ておりました。理事会で話をして、
一人一人買う買わないではなく会で皆まとめて買いましょ
うというふうなことになりましたので、9月頃に皆様方に
日本ロータリー100周年のピンバッチをお渡しをいたしま
すから、今年一年間機会がある度に付けていただければと
思います。それから8月24、25日両日、青少年奉仕委員会
で担当いたしますチャレンジ県南ベースボール野球大会、
ＣＫＢの開催が決まりました。これに伴いまして、会のほ
うから10万円の協賛金を差し上げるということと、あとプ
ログラムへの広告協賛をまた今年も皆さん方にお願いした
いということが決まりましたので、広告協賛依頼が来まし
たならば是非ともお力添えをいただければと思っておりま
す。それから、皆さん方のお手元に私の年度の予算案があ
るかと思いますので、第2回のクラブ協議会の後、第1回目
の理事会で私の年度の予算のほうを理事会決定をさせてい
ただきましたのでご覧に
なっていただければと思
います。収入の合計のほ
うは、13,987,266円です。
会員の会費、あとは新入
会員が二人増えるであろ
うというふうなこと。そ

れから、ロータリー財団米山の篤志、有志の寄付を募りま
して、さらにはスマイルボックスのほうの予算等々計上い
たしましてそのような形になっております。それに対する
支出のほうは、国際ロータリー関係の支出、それから2530
地区、それから県南分区関係の地区分区関係の支出、それ
からクラブ協議会の時、各委員長さんのほうから予算要求
提示がありました大体そのとおりの金額の予算の支出をさ
せていただいてあります。あと、事務経費につきましても
同じような形でありまして、支出合計、13,987,266円という
ふうな予算案を可決いたしましたので、それぞれ各委員長
さんこの予算に乗っとって今年一年間事業の展開をしてい
ただければと思います。それから特別会計のほう、スマイ
ルボックス委員会で130万を計上いたしました。林さんが
元気な時代は150万だったのですが、なかなか皆さんスマ
イルをお願いします。スマイル皆さん方でお祝い事があっ
たような時に、スマイル2千円をするんですというふうな
ことなんですが、残念ながらここ何年間か目標に達しませ
んもんですから、居川会計事務所さんのほうから無理な予
算は立てないようにという話で130万にいたしました。こ
れは予算見てもらいますとニコニコの小銭のほうは年間10
万です。それからスマイルボックスのほうは、120万にな
ります。大体今、我がクラブ概算60名ですから申し訳あり
ませんが一人2万円スマイル予算です。気持ちで2千円出す
んですけれども、この予算はもう120万計上されてますか
ら、申し訳ありません一人ノルマ2万円です。各会員の皆
さん、頭にインプットしてください。2万円の項目は、会
員の誕生祝3千円のものを貰いますがスマイルは5千円で
す。それから結婚祝い。3千円の記念品がお家に届きます
が、すいませんがスマイル5千円です。これで2万円のうち
の1万円が決まりました。あと2千円のスマイルを年間で5
回やる。これは予算で決まってますから必ず一人5回やっ
てください。本当は山田スマイルボックス委員長が喋るん
でしょうけど、言いにくいことは会長が言えというふうな
理事会の御下命だったものですから私のほうがさせてもら
います。この2千円の5回は、年度初め、中目会長一年間よ
ろしくお願いしますというやつです。まだやっていない会
員の皆さんはやってください。それから来年6月、中目会
長一年ご苦労様でございますという2千円です。これは必
ずやってもらうようにお願いいたします。それから、今年
の12月30日、今年一年間お世話になりましたという2千円
です。それから正月になったら、今年新しい年よろしくお
願いしますという2千円です。あと1回は自分で好きに必ず
5回お願いいたします。まあ、予定のお客様がいらっしゃ
いますので、一番言わなくちゃいけない厳しいところ私の
ほうが喋らせていただいたので、これで会長の時間とさせ
ていただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。

■ゲストのご挨拶
◦白河ロータリークラブ　会長　田代行孝様

　皆様、こんにちは。今年度、白河ロータ
リークラブの会長を拝命いたしました田代
でございます。どうぞよろしくお願いをし
たいと思います。本日は、大ベテランの会
員がいます。草野好夫幹事と共に表敬訪問
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にお邪魔させていただきました。私の職業分類はあちらの
テーブルにおられる佐藤清作先生と同じ税理士でございま
す。税理士というと硬いイメージがあるんですけども、しっ
かりやらねばと思ってるんですけども、今年度のうちのクラ
ブの活動方針というのは、テーマを「ロータリーは人づく
り」というテーマにさせていただきました。非常に抽象的な
テーマなんですけども、クラブでリーダーシップを発揮でき
る人をうちのクラブとしても育成したいということが主な眼
目でございます。今年度のＲＩ会長のマローニーさんのテー
マは「ロータリーは世界をつなぐ」だと思うんですね。家族
の繋がり、地域の繋がり、それをさらに拡大して考えれば私
はロータリークラブ間の繋がりというのも大事にしていきた
いなというふうにこう思っております。今年度、私と一緒で
同じ会長になられます中目会長さん、それから兼子幹事さ
ん、お二人のご活躍をご期待申し上げて本日のご挨拶といた
だきます。よろしくお願いいたします。

◦自民党　衆議院議員　稲田朋美先生
　皆さん、こんにちは。本日は白河西ロー
タリークラブの皆さんにご挨拶できる機
会をお与えいただきましてありがとうござ
います。上杉先生もロータリアンというこ
とで皆さんのお仲間でございますが、わた

くしも福井ロータリークラブに入っております。しかしな
がら、ロータリークラブこちらもそうでしょうけれども木
曜日のお昼なものですから、ほとんど出席することができ
ておりませんので、今日こうして寄せていただくことがで
きて嬉しいなと思っております。何故、わたくしが福島に
入っておりますかと申しますと、ロータリークラブ政治的
なことはお話してはいけないんでございますけれども、同
僚である森まさこ先生とわたくし、自民党の中でたった二
人の女性の弁護士でございます。そしてまた、同じ時に安
倍政権が政権を取り戻した時に、森先生が女性活躍等の大
臣でわたくしは行革担当大臣で一緒に大臣を務めさせてい
ただきましたし、ご主人もわたくしもそうですけども夫も
弁護士で、あと子供二人育ててるということでいろんな共
通点がございます。最近気が付いたことに、彼女と私二人
ともマラソンをやっているということも気が付きまして、
今日も私10キロ走ってから福島までやってまいりました。
今本当に政治的な話をしちゃいけないんですが、ただやっ
ぱり今日本を取り巻く安全保障環境を取りましても大変厳
しいです。わたくしも一年間、防衛大臣をやりまして非常
に厳しい一年でございましたし、試練の一年でもあったわ
けですけれども、でもその一年間でやはり日本を取り巻く
安全保障環境、北朝鮮もそうです。もう数百発のミサイル
をいつでもどこでも何発でも打てる。それから、中国はも
う今世紀の半ばまでにアメリカを凌ぐ一流の軍隊を持つと
いうことを豪語されておりますし、ロシアとの平和条約、
領土問題も大変でございますし、本来なら協力しなければ
いけない韓国との関係も非常に厳しいものがございます。
この中においてしっかりとこの日本を守っていく。そし
て、福島を守っていくというのは安定した政権ということ
になるのではないかなと、このように思っております。安
倍総理も任期までに憲法改正して、自衛隊を憲法に書き込

むということでございます。やはり、憲法前文の平和を愛
する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの平和と安全を
守る。そういう状況にはもはやないと言っていいのではな
いかなと思っております。そういう思いで今日は福島、上
杉先生素晴らしい先生ですから、上杉先生と共に皆さんに
お会いすることができて大変光栄に思っていると同時に、
政治的なことは申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い
申し上げます。本日はどうもありがとうございました。

◦白河文化交流館コミネス　館長　志賀野桂一様
　こんにちは。以前にも、西ロータリーク
ラブの皆さんにはお目にかかってお話しす
る機会いただきましたけども、今日参りま
したのは「コミネス」できまして今4シーズ
ン目、3年半になっております。改めて申し

上げますと、「コミネス」が何故できたのか。これは中心市
街地の活性化という策のお金を使ってやっております。従い
まして、一つのホールではありますけれども、そこの中で舞
台をやってればいいというわけではなくて、町に対しての
様々な貢献もしていかなければいけない。そして、地域創生
という言葉が今飛び交っておりますけれども、文化芸術の力
というのは相当に強い力を持っておりますので、それをもっ
て様々なことをやっていこうと。今回は、特に皆様に今お渡
しております「白河ジャパネスク能オペラ恋歌舞ＳＯ－ＭＯ
Ｎ」という大変長たらしい正式な名前なんでございますけれ
ども、これまさに文化庁の文化芸術創造拠点形成事業という
補助金をいただきました。それはまさに今さっき申し上げま
したように、地域活性化の一助となるという事業だと認定を
受けたということなんですね。そんなことで、この事業を始
めております。そして、来年オリンピックイヤーなので、そ
ういうことでそれぞれの町もインバウンド非常に力を入れて
おります。そんなことで「白河ジャパネスク」ということ
で、令和にふさわしい万葉集をもとにした作品というものを
作って今回やることになっております。従いまして、これは
いってみれば日本の誇るべき歌の世界なんですけれども、今
改めてこの歌の歌心というんですか、大事になってくるので
はないかと思います。皆さん、「プレバト」ご覧になってる
人多いかと思いますが、私もファンなんですけれども。あれ
は俳句ですけれども、その短歌ってもう少し長い。そして、
万葉集は長歌というのもありましたので、五・七・五・七・
七だけではなくてもう少し長ったらしい歌もあったんですけ
れども。その奈良から平安にかけての1300年の世界の中で最
も有名なのは大伴家持さんという方なんですね。この人を中
心にしながら、謎の大君、山口の大君という女性が出てくる
んですけどこの人も大変歌が上手で、しかしながら大伴家持
に捧げた5首の歌があるんですが返ってこないんですね、歌
は。昔の人は歌が上手いと出世するというか、あるいはもっ
と逆に言えばそういうい
わゆる政治とかそういう
世界においてもちゃんと
歌の詠める人でないと偉
くならなかった時代なん
ですね。とてもそれは面
白いと思いますけど。大
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伴家持は中納言という次官クラスってことでしょうか、上り
詰めた人ですが。先祖をたどれば大臣になっているわけな
んですが、そんなふうな人をめぐって相聞ということで、相
聞とは何かというと男女の恋の歌の掛け合いですね。それを
テーマにしております。従いまして、そこの中にまあうまく
いった場合もあるし、いろいろ男女の仲ですからいろいろな
絡みがありまして、その山口の大君は悩んでいくわけなんで
すけど、最終的には清々しい気持ちで月を見つめるという
か、そういうような作品になっております。出演されるの
が、国際派として日本一であろうと思われる観世流能楽師の
津村禮次郎さんという方が出てまいります。それから、オペ
ラ歌手が8名ほど出てるんですけれども、その中でもテノー
ルの中鉢聡さんという日本を代表するオペラ歌手が出てまい
ります。そのほか、様々な方々が万葉衣装、能装束。それに
よって歌い舞い、そして踊る。そして地元の合唱団、子供た
ちも沢山出てまいりますので、それを皆様にも共有していた
だきたく今日参った次第です。ただ、残念なことにこのお天
気でございますので、お城でやりますと非常にロケーション
もよろしくて、新しい歴史館もできましたのでいいかなと
思ってそこで設定していたんですけれども、この長雨の関係
でホールに会場を移すことになりました。従いまして、20日
と21日両日とも「コミネス」の大ホールでやることになって
おります。そんなことで「コミネス」は3年半かけていろい
ろなことをやってまいりましたけれども、こういったいわゆ
る観光だとか町作り、そしていろいろなコミュニティをより
よく高めると。そういったことにも文化芸術を使って、様々
な活動をこれからもやっていきたいなというふうに思ってお
ります。そんなわけで、本当に貴重なお時間いただきまして
ありがとうございました。挨拶とさせていただきます。

■幹事報告 兼子聡幹事
◦国際ＲＣ第2530地区ガバナー　芳賀裕：
ＲＩ会長歓迎晩餐会時間変更のお知らせ
◦国際ＲＣ第2530地区ガバナー　芳賀裕：
「マスコミ」日程変更のお知らせ
◦国際ＲＣ第2530地区ガバナー　芳賀裕：

ロータリー・リーダーシップ研究会パート３開催のご案内

■委員会報告
◦前年度決算報告 会計　横田俊郎会員

　皆さん、こんにちは。会計のほうから前
年度決算の報告をさせていただきます。
お手元に決算書2018-2019という資料があ
ると思いますのでご覧いただければと思
います。合計の部分、および小計の部分

を読み上げさせていただきます。収入の部、合計予算額、
13,914,176円。決算額、14,261,532円。支出の部、ＲＩ関係
小計、予算額1,252,424円。決算額1,619,300円。地区分区関
係、小計、予算額、2,655,600円。決算額、2,338,275円。運
営費、予算額3,380,000円ちょうど。決算額、3,512,669円。
おめくりいただきまして支出の部、事業費、小計、予算
額、1,150,000円ちょうど。決算額、144,500円。総務費、小
計予算額、5,476,152円。決算額、5,629,522円。支出合計、
予算額、13,914,176円。決算額13,244,266円でございます。

収支差額は、収入が14,261,532円。支出が13,244,266円。
繰り越しが、1,017,266円となりました。もう一枚おめく
りいただきまして特別会計の決算でございます。収入の
部、予算額合計、1,500,000円ちょうど。決算額、1,296,567
円。支出の部、予算額、小計、1,500,000円ちょうど。決
算額、1,296,567円。収支差額、収入が1,296,567円。支出、
1,296,567円。繰り越し0円となっております。白河西ロータ
リークラブ基金残高は、1,400,010円となっております。決
算のほう報告させていただきました。

◦会計監査の報告 監事　渡部勝也会員
　前年度の、会計監査の報告をいたしま
す。7月12日、「アジアン」で行いまし
た。出席者が、鳴島前会長、青木前幹事、
中目会長、会計の横田さん、それから東邦
銀行の池上さん、居川会計の立花さん、監

事の居川さんとわたくし、以上8名で会計監査を行いまし
た。2018-2019年、鳴島・青木年度の会計監査の結果は、書
類並びに会計処理はすべて適正でありました。決算書に相
違ないことを認めます。

◦親睦委員会 鶴丸彰紀委員
　親睦委員会からご連絡差し上げます。先
程、中目会長のほうからお話ありました
が、来週、納涼例会を実施させていただき
ます。「グランドエクシブ那須白河」で、
白河と新白河からバスもご用意しておりま

す。是非、皆様お誘いあわせの上、ご家族、お子さん、ご
参加できるようであれば、是非多数ご参加いただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。本日、須藤委員長
も「グランドエクシブ」と美味しいお料理を交渉してくる
んだと頑張っておりますので、是非一人でも多くご参加の
ほうよろしくお願いいたします。

◦青少年奉仕委員会 村上堅二委員長
　青少年奉仕委員会の村上でございます。
よろしくお願いいたします。中目会長から
話があったとおり、8月24日と25日、ＣＫ
Ｂ野球大会が開催が決まっております。先
程、話があったとおり広告の依頼のほうお

願いしたいと思いまして、本日は紙を用意してまいりまし
たので後から皆さんにお配りしたいと思います。是非、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

■本日のプログラム
小委員会年度計画
◦中長期戦略策定委員会 宮本多可夫委員長

　ちょっと別な委員会ともかち合っていま
して、私のほうで今年度の事業計画の発表
が本当は前回までにこの会としては終わっ
てる予定だったんですが、今日急遽時間
いただきましてわたくしのほうの中長期戦

略策定委員会、なんか戦争中の委員会みたいに非常に厳か
な委員会でありますけども、基本的にやることは今年度中
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に定款並びに細則を我がクラブに合ったように、国際ロー
タリー自体がどんどん変わっている中で我がクラブの定款
はずっと昔のままにしてきちゃってるというところの宿題
がいっぱい残ってるということで、もうロータリーが昔の
職業分類、あるいは出席欠席も含めて、非常にガラガラ変
わっている中で、定款もそれに合わせるような形で整備し
た上で、さらに細則を今までの我がクラブの伝統を壊さな
いようにしながら定款に合わせて、そういう細則の面にお
いて整備したいと。それを今年度の事業にしたいというこ
とで、これを12月の総会までに間に合わせるように準備し
たいというのが第一の目標でございます。それから第二の
目標は、後半になると思いますが我がクラブ西クラブ60名
前後の会員になっておりますけども、なかなか今後のこれ
からの10年の構想というのが非常にあるようでないようで、
ないようであるようでということで、我がクラブの行くべ
き理想の姿というものを何らかの形で提示して皆さんと共
有しながら今後の我がクラブの発展の背骨といいますか礎
を作っていきたいというふうに考えております。それが中
目会長の意図するところというふうに忖度しまして、わた
くしのほうでもこれに合うように今年度やっていきたいと
思います。皆さん、ご協力をよろしくお願いします。

◦プログラム委員会 櫻岡敏之委員長
　皆さん、こんにちは。本年度、プログラ
ム委員会委員長を務めます櫻岡敏之でござ
います。どうぞよろしくお願いいたしま
す。委員メンバーには、副委員長に島田会
員。委員に片倉会員、熊澤会員の合計4名で

行ってまいります。今年度もクラブテーマである「共に手を
つなごうロータリーのもとで」を基本に例会プログラムを構
成してまいります。5つの指針のもとに進めてまいりたいと
思います。一つ目、国際ロータリーの月間テーマに沿った例
会を設営いたします。二つ目、白河地域の各団体との繋がり
が持てる例会プログラムを編成いたします。三つ目、各委員
会と連絡を密にし例会プログラムを設営いたします。四つ目、
月間テーマに沿った会員卓話を依頼し、例会プログラムを編
成してまいります。最後に、プログラムの急な変更にも柔軟
に対応し調整してプログラムを編成いたします。なにぶん初
めての委員長職でございますので、先輩方の経験者のご指導
をいただきながら一年間進めてまいりたいというふうに思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

◦クラブ会報委員会 佐藤幸彦委員長
　皆さん、こんにちは。今年度、クラブ会
報委員会を仰せつかりました委員長の佐
藤でございます。副委員長に諸橋和典会員。
委員に、緑川直人会員、石部辰雄会員の4
名でやらさせていただきます。表立った

内容としましては写真、皆様ご存じの通りこの例会の写真
撮りがメインになるかと思うんですが、クラブの例会の雰
囲気が感じられるような写真撮りをしていきたいなと思っ
ておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いした
いと思っております。担当月を決めまして、7月はわたく
し、8月は諸橋会員、10月が石部会員と4人で分担しながら

月別にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。あとこのクラブ会報のチェックというのがあるんです
が、皆様読みやすいようなやつにしていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

◦スキー愛好会 佐藤幸彦会長
　スキー愛好会のほう、今年度も会長を仰せつかりました佐
藤でございます。主だった事業は米沢中央ロータリークラブ
との交流になるんですが、毎年、蔵王温泉スキー場におきま
して来年も2月に行われる予定でございます。来年で第11回
目を迎える予定になっております。蔵王温泉ですが夜だけの
参加も結構でございますので、是非皆様の参加をお待ちして
おります。ちなみに、会長はわたくし。副会長に金田昇パス
ト会長。委員に鈴木孝幸会員、青木大会員、そのほかまたい
ろいろあるんですが、昔スキーやってたとか、これから子供
のために孫のためにスキーを復活したいとかいう方がおりま
したら、何なりとお声をかけていただければと思います。

◦ＩＴ情報委員会 鈴木典雄委員長
　皆さん、こんにちは。今年度、ＩＴ情報
委員会委員長を仰せつかりました鈴木と
申します。一年間、よろしくお願いしま
す。委員は、矢田部パスト会長、小林会員、
上杉会員の4人でやっていきます。活動計

画として、マイロータリーを有効利用するための個人情報
を登録する。そして、ホームページからのクラブ活動の情
報発信ということでやっていきたいと思います。そこでよ
うやくホームページのアドレスが決まりましたので、今日
皆様にファックスでアドレス等を情報を流しますので一度
試してみてください。まだ、キーワード検索には引っかか
らないので、ちょっと面倒でも手で入力して新しいホーム
ページを見ていただければと思います。ホームページの中
で週報のところがあるんですけど、週報は基本的に1週間
しか見れないので過去の週報を見る場合はパスワードが必
要となってきますので、そのパスワードも今まで通りと同
じく2424を打っていただければ過去に戻った週報が見れる
ようになってますので是非お試しください。

◦スマイルボックス委員会 山田顕一郎委員長
　皆さん、こんにちは。スマイルボックス
委員会の山田でございます。何故、マスク
をしているかといいますと、子供から手足
口病という病気をいただきまして、普段の
生活には全く問題ないんですけどやっぱり

多少感染の可能性があるということで、ちょっとご迷惑か
けられないのでちょっとマスクで失礼させていただきます。
スマイルボックス委員会の目標は先程会長の時間で中目会
長がほとんど喋っていただいたんですけども、誕生日と結
婚記念日ので五千円、五千円で一万円は決まっている。残
りの一万円ということなんですが、いろいろやり方を中目
会長が言ってくださったんですけども、一番いいのはもう
一万出しちゃえばいいと。そうすればもう、残り幾らだっ
けとかそういう事は考えなくて済むと思いますので。今日
まだ間に合いますのでそういう意気込みで是非お願いした
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いと思っております。一年間、よろしくお願いします。
　先程ちょっと言うのを忘れて、メンバーをここで言わせ
ていただきます。副委員長に熊澤会員です。あと小林義勝
会員と三瓶徹会員の4人でスマイルボックス委員会やって
いきますのでよろしくお願いいたします。

◦シスター委員会 青木大委員長
　シスター委員会委員長を仰せつかりまし
た青木と申します。よろしくお願いします。
シスター委員会のほうでは、副委員長に運
天直人会員。そして、委員のほうには関谷
亮一パスト会長、金田昇パスト会長が入っ

ております。基本方針としましては、白河西ロータリーク
ラブの姉妹クラブである、米沢中央ロータリークラブ、コ
ザロータリークラブ、深谷ノースロータリークラブとの例
年のごとく組織の交流。そして、お互いの活動の活性化を
図るために事業を行ってまいります。まず、9月26日に両
クラブの交流としまして場所はまだ未定ですが、福島市近
辺でお互いが集まって交流事業を今考えております。それ
と米沢中央ロータリーさんのほうが9月6日に白河のほうに
来まして、翌金曜日、7日の日に白河西ロータリークラブ
は米沢中央ロータリークラブに表敬訪問をしますので、ス
ケジュールは皆さん空けていただいて米沢に行きたいと思
います。また深谷ノースロータリークラブさんには、昨年
白河西ロータリークラブに椅子の寄贈いただきました。今
年は深谷ノースさんのほうにまた同じような形で記念の何
かを贈るというような形で事業を考えております。それと
コザロータリークラブさんのほうには昨年度お伺いしまし
たので、今年は来ていただく番になるかと思います。来た
時にはしっかりと交流をしていきたいと思います。

◦野球愛好会 マネージャー　青木大会員
　野球愛好会のほうでは、会長が小林会長で、私がマネー
ジャーをさせていただきます。昨年度は甲子園6月29、30
日と甲子園のほうに行ってきました。クラブからは多大な
るご協賛をいただきまして、本当にありがとうございまし
た。その日は梅雨前線等々で天気が雨で前日はできないん
じゃないかというところでしたが、皆さんの行いが良かっ
たおかげで第一試合の途中までできたということで、一日
第6試合くらいまであるのですかね。その中の第一試合だ
けできたので、試合を西ロータリークラブと相手チームと
が試合ができたということで、行った方々も雨の中できな
いと思ってたのができたので満足していたように思います。
今年は例年のように練習を重ねながらまた、東北大会、Ｆ
ＩＴ野球大会等も行っていきますので、野球愛好会でない
方も近くで試合がある時は是非応援に来ていただけたらと
思います。一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

◦ゴルフ愛好会 齋藤孝弘会長
　皆さん、こんにちは。ゴルフ愛好会の会
長をさせていただいてから3回目になりま
す。そろそろ来年は変えていただきたいな
と思ってますので、次年度よろしくお願
いいたします。今年度はゴルフを通して会

員同士の交流を深めることが最終目的でございます。また、
ＪＣ・ＹＥＧとの交流コンペ、姉妹クラブとの交流コンペ
などの対応をしたいと思っております。また、今後の会員
拡大を見通しましてクラブ外の愛好会のメンバーを募りた
いと考えております。年に4回の交流コンペの開催。新年
初打ちなど要望があればセッティングしたいと思っており
ます。一年間、よろしくお願いします。

◦歴史文化研究愛好会 関谷亮一会長
　皆さん、こんにちは。歴史文化研究愛好
会ですが、今年は小峰城も復元が終わった
ということで、その小峰城の復元にあたっ
た堀田さんなんかもいろいろとご苦労され
たわけですが、それらの復元の苦労話など

を卓話の中で話してもらってはどうかなと、そんなふうに
も考えております。それからもう一つですが、既に皆さん
報道でお聞きだと思うんですが、南湖神社にゆかりの渋沢
栄一さんの令和4年ですか、一万円札になるということで
南湖神社ゆかりの方になるわけですが、非常に経済界では
有名な人ですが、それらの生き方というものについても造
詣の深い方をお招きして卓話の中でやってみてはどうかと、
そんなふうにも考えておりますので、その二つを実行して
みたいと考えております。よろしくお願いをいたします。

◦中目公英会長
　稲田さんが挨拶をするので、会長の時間がかかってし
まったから尻切れトンボになったのでちょっと最後に。本
当であれば、鳴島直前会長が声を高くしてお話したいんで
しょうけれども、先程横田会計さんのほうから決算が報告
されました。特筆すべきことは、年度初めに71万なにがし
の繰越金が鳴島年度は100万を超えて繰り越していただき
まして、私の年度に沢山お金を残していただきました。誠
にありがとうございます。プラス私の年度ばかりでなく、
吉野君の35周年のために50万円も基金に積み立てておりま
すので、鳴島・青木年度の功績を称えたいと思います。も
う一度拍手をお願いいたします。ありがとうございまし
た。それと皆さんにお願いです。先程、コミネス館長の志
賀野さんがご挨拶してきましたが、お土産を置いて行かれ
ました。タダ券を10枚。能オペラに行きたい人とあと買っ
てくださいって5枚置いて行ったんです。ですから、でき
れば無料券は欲しいという人は買ってもらうと嬉しいなと
か思ったりして、一緒で15枚券があります。出口の所に兼
子幹事が皆さん方にお渡しするように待っておりますので、
是非皆さん能オペラのチケット買っていただければと思っ
ております。


