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第1604回例会
令和元年10月24日（18：30～19：30）

○ソング
　◦奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦中目公英会長（(公社）白河青年会議所と白河商工会議所青年部の皆さん、また酒巻ご夫妻、本日はゴルフと懇親会にご参加

いただきありがとうございます。白河西ロータリークラブへの入会をお待ちしています。楽しくやりましょう‼）
　◦成井正之会員（ＪＣ、ＹＥＧの皆様ようこそ。今夜は懇親会を楽しんで頂ければ幸いです。ゴルフに参加された皆様大変ご苦

労様でした。）
　◦永野文雄会員（ＪＣ、ＹＥＧの皆様、酒巻さん、ありがとうございます。齋藤ゴルフ愛好会会長さん、好天気でありがとうご

ざいました。ゴルフは大変疲れました。次、頑張ります。）
　◦宮本多可夫会員（ＪＣ、ＹＥＧの皆さん、昼はゴルフコンペ、夜は例会に参加していただき誠にありがとうございます。大歓

迎致します。）
　◦堀田一彦会員（ＪＣ、ＹＥＧの皆さん、ゴルフお疲れさまでした。）
　◦大竹憂子会員（先日、26回目の結婚記念日を迎えました。まる25年の年月をかさねたのに、所用で夫婦で祝うことなく終わっ

てしまいましたが、全ての皆さんに感謝です。）
　◦運天直人会員（ＹＥＧの皆様、ＪＣの皆様、酒巻ご夫妻、本日は楽しいゴルフから例会までお越し頂きましてありがとうござ

います。バーディーはありませんが、新入会員の皆様に感謝申し上げてスマイル致します。特に酒巻先輩に。）
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▼白河西ＲＣゴルフコンペ（ハンディ戦）
　優　勝：堀田一彦 第６位：吉野敬之 第11位：居川孝男
　準優勝：前原俊治 第７位：兼子聡 第12位：宮本多可夫
　第３位：青木大 第８位：齋藤孝弘 第13位：永野文雄
　第４位：成井正之 第９位：高畠裕
　第５位：須藤正樹 第10位：運天直人

▼白河西ＲＣ・ＹＥＧ・ＪＣ交流ゴルフコンペ（ペリア戦)
　10月24日(木）／那須陽光ゴルフクラブ
　優　勝：大戸和美 第10位：三國一樹 第19位：居川孝男
　準優勝：宮本多可夫 第11位：須藤正樹 第20位：吉成翔太
　第３位：成井正之 第12位：大河原理寛 第21位：高畠裕
　第４位：吉野敬之 第13位：運天直人 第22位：永野文雄
　第５位：菊地一寛 第14位：青木大 第23位：矢田部展崇
　第６位：堀田一彦 第15位：前原俊治 第24位：金澤史典
　第７位：酒巻綾子 第16位：上田雄介 第25位：十文字宗博
　第８位：兼子聡 第17位：酒巻昭夫 第26位：金子善弥
　第９位：吉成茂 第18位：齋藤孝弘
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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、こんばんは。今日は多くの
皆様方にご参加をいただきありがとう
ございます。まず初めに、お客様のほ
うのご紹介をさせていただきます。公
益社団法人白河青年会議所、金子善弥

理事長はじめとする皆さんです。どうぞ青年会議所の
皆さんご起立ください。ありがとうございます。次に、
商工会議所青年部、冨山強会長、以下青年部の皆さん
です。それから、酒巻昭夫ご夫妻です。沢山のお客さ
んにご参加いただきましてありがとうございます。今
朝から、那須陽光クラブで我がクラブと青年会議所と
商工会議所青年部のゴルフ交流コンペをさせていただ
きました。そして、この例会の後、懇親会の中で表彰
式並びに懇親会を執り行うことになっております。皆
様方一日、白河西ロータリークラブにお付き合いをい
ただきましてありがとうございます。懇親会のはじめ
でもまたご挨拶する機会がありますから、このくらい
でお客様のご紹介は終わらせていただきまして、お客
様お一人お一人の挨拶等々も懇親会でしていただきた
いと思っております。さて、ちょっと重要なお話を今
週もまたしないといけませんので、そのことについて
お話をさせていただきます。先週の例会の時、その前
の我がクラブの理事会で例会の食事代を今まで1,500
円だったのを100円を値上げをして1,600円ということ
で、これから例会の運営をするというお話を申し上げ
ました。実は今週の初め、私の家に突然、この東京第
一ホテル新白河というか、東京第一ホテル全体の小川
社長さんが私のところに突然訪れて参りまして、第一
ホテルという会社としては、白河クラブさんはじめ南
さん、白河西さんのロータリークラブ3クラブに対し
て例会費の食事代の値上げは申し上げておりませんと
いうお話を頂戴いたしました。よくよく聞いてみると、
消費税8パーセントから10パーセントに上がるのでそ
れを一つ国民ですからご負担をお願いをしたいという
話を、担当職員がそれぞれのクラブさんにご連絡する
ようにということを会社としてしたまでであって、そ
の時の担当の方がつい口を滑らせて、まあこの機会に
食事のほうもとちょろっと喋ってしまったのが、3ク
ラブさんそれぞれ真面目にお受け止めいただいて、そ
れぞれ100円の値上げまで認めますみたいな話までこ

う話がえらい大きくなってしまって、会社としてはそ
んなことを意図していませんのに、皆さん方に大変な
ご心痛をおかけして申し訳ありませんというお話を社
長さん自ら会長の私のほうの自宅まで訪れて平謝りで
謝っていかれました。ついては、例会費の私の年度の
値上げに関しては全く白紙撤回で、1,500円プラス消
費税の10パーセントでお願いをしたいというふうなお
話をなさっていかれましたので、理事の皆さん方にも
理事会での正式なご報告じゃなくて申し訳ございませ
んが、この場でご報告をさせていただきまして一連の
食事代100円値上げの騒動はなかったと皆さん方ご理
解をいただければと。ただ、社長さんのほうには、一
応今後第一ホテルさんとしてクラブに対して値上げを
する場合には、正式な形で文書で言ってもらいたいと
いうふうなお話を申し上げましたので、私の年度は多
分ないと思いますから次年度の吉野会長エレクト時代
にはもしかするとあるかもしれませんけど、取りあえ
ず来年の7月までは8パーセントだったのが10パーセン
トのその2パーセント分の値上げをお願いをしたいと
いうお話で一応ひと段落はいたしましたのでご了解を
いただきたいと思います。それから、先週申し上げま
した災害、我がクラブで今回の台風19号で被災にあっ
た方いらっしゃいませんかというお話を申し上げまし
た。これも今週の初めに中野ガバナー補佐から私に直
接電話がありまして2530地区とすれば地区大会の前に
取りあえず一定の水準以上、つまりガバナー補佐が
仰っていたのは床上浸水以上の被害があった会員に対
しましては、2530地区が所有している災害義援金から
何某かのお見舞金を差し上げたいというふうなお話が
正式にありました。なものですから一応この前の例会
が終わった後、兼子幹事のほうに被害があったという
ふうな報告は入っていませんが、床上浸水以上の被害
を受けられた方に関しまては今からでもおそらく報告
をすれば何某かの地区のほうからの見舞金、義援金が
支給されることになるんだろうと思います。あと、芳
賀ガバナーのお話では今後もう少し詳しい調査を改め
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てさせてもらいたいというふうなお話もついでにあり
ましたので、2530地区の今回の台風19号に対する被災
者、特に、須賀川、郡山、本宮でロータリアンの方々
も多大な被害にあってる方が多いので、地区大会前に
何某かの支援の決定をしたいとふうなことで、早急に
皆さん方からのご報告をいただきたいというふうなこ
とでございますので、今日ご出席の会員の皆様をはじ
め、今日欠席でも我がクラブで、あの人は床上浸水以
上あったということでご存じの方がいらっしゃったな
らば、是非正式な形で兼子幹事のほうに報告を一本入
れてもらえるようにお伝えをいただければと思ってお
ります。以上、二点だけ重要な話をさせていただきま
した。最後に、もう一つ重要な話をさせていただきた
いと思います。今日10月24日というのは、国際ロータ
リーが決めております世界ポリオデーになっておりま
す。それぞれのクラブ、それぞれロータリアン一人一
人がポリオ撲滅のために何某かの行動をしてもらいた
いというふうな基準の日になっております。国際ロー
タリーのほうはロータリー財団の事業の一つとしてポ
リオ撲滅の運動を全世界規模でしております。あと数
パーセントのポリオを撲滅すれば全世界の中からポリ
オが一切なくなると、消滅するというふうなことのあ
と一歩まで活動しております。誠に申し訳ございませ
んが、ＩＴ委員長の鈴木典雄君がもう話をしましたが、
今日こちらのポリオ撲滅のための義援金のボックス
を、例会並びに懇親会の最中にそれぞれのテーブルに
回させていただきますので、もし皆さん方お気持ちが
あればこの中に少し義援金のほうのご協力をお願いで
きればと思っております。あと今週末、10月26日27日
が2530地区の地区大会になります。急遽、いろいろな
この台風の災害等々で行けなくなった会員の方々がい
まして席が空いておりますので、時間が取れるように
なった方は是非27日に参加していただければ大変あり
がたいと思っておりますので、急遽行けるようになっ
た方も兼子幹事にひとつご連絡をいただければと思っ
ております。以上、会長の時間でお話をさせていただ
きました。今日はこの後、懇親会で皆さん方と楽しい
ひと時を取りたいと思いますので、ひとつどうぞご協
力をお願いしたいと思います。ありがとうございまし
た。

■幹事報告 兼子聡幹事
◦ガバナー事務所：マークマローニー氏から書簡
◦白河市長：街頭献血キャンペーンの実施と記念品等

の協賛について
◦ココファームワイナリー：ぶどう畑通信
◦白河南ＲＣ：第1000回例会記念ＤＶＤ

■委員会報告
◦野球愛好会 小林義勝監督

　本日は、ＪＣ並びにＹＥＧの皆さ
ん、そして酒巻さん、ようこそいらっ
しゃいました。時間の許す限り楽しん
でいっていただきたいと思います。野
球愛好会より先週開催されました東北

親善野球大会について簡単に皆さんのほうにご報告を
させていただきます。先週17日の夜は、参加チーム全
員によります懇親会がメトロポリタンホテルで開催さ
れました。宴会の内容につきましては、10匹程度のウ
サギちゃんがかなり皆さんのテーブルを回っていただ
いて接待をしていただいたようですので、その辺は大
体皆さんのご想像にお任せしたいと思います。楽しく
懇親を深めさせていただきました。次の日の18日、う
ちのクラブのほうは第3試合岩手県の大船渡西クラブ
さんと対戦をさせていただきました。結果からいきま
すと、14対4の大差でうちのクラブが勝つことができ
ました。これは日ごろ努力を惜しまない選手メンバー
の結果が出たのかと思っております。そして、ここに
いらっしゃる会員の皆さんが日頃から野球愛好会に対
しまして暖かく見守って応援していただいた結果が今
回の試合につながったと思います。個人個人いろいろ
反省点はあると思いますので、それは来年また鍛えな
おすような形で皆さんと共に頑張っていきたいと思い
ますので、今後とも野球愛好会の活動につきましてよ
ろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。

■本日のプログラム
ＪＣ・ＹＥＧ交流会
◦中目公英会長
　それでは、これから懇親会が始まりますからあまり
長くお話をしないようにいたします。10月24日という
のは、霜降（そうこう）だそうでございます。霜降と
いうのは空気中の水蒸気が霧になったやつが自然と寒
さによって霜に変わるというふうな、そういう二十四
節気の中の日にちであります。まさに秋の終わりとい
うよりは冬のはじめのようなちょっと肌寒い日ではあ
りましたが、皆様方の協力いただきましてゴルフのほ
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う楽しくさせていただきました。今日は、沢山のお客
様方にお越しをいただきました。白河青年会議所、並
びに白河商工会議所青年部の皆さん方からお酒のほ
うを頂戴しておりますのでご披露させていただきます。
本当にありがとうございます。また、我がクラブが米
沢中央ロータリークラブに訪問した際、また深谷ノー
スロータリークラブに訪問した際、それぞれの姉妹ク
ラブよりお酒を沢山頂戴してまいりましたが、今まで
飲まないで今日みんなで飲もうと思いまして全部出し
ましたから4升。いつの間にか日本酒がいっぱいあり
ますので、皆さん是非空っぽになるまで飲んでってく
ださい。ひとつ楽しくやりましょう。どうぞよろしく
お願いいたします。

◦白河商工会議所青年部　冨山強会長
　では、ご指名ですので突然の振りで大変今ドキッと
しております。本日はこの例会おめでとうございます。
わたくし今年度、商工会議所青年部の会長を務めてお
ります冨山強といいます。皆様、お見知りおきよろし
くお願いいたします。今回、3回目のお話をさせてい
ただくことになりました。それなのでだいぶネタも尽
きているんですが、今回各事業の担当者のメンバーも
いますので、事業も絡めながらお話少しさせてくださ
い。まず、先週予定しておりました「城ｄ'白河」に
ついてなんですけど、こちらのほうが台風による影響
がありまして中止となっております。それの以前に西
ロータリーの皆様から多大なるご奉仕いただきまして
本当にありがとうございます。感謝しております。い
ただいたご奉仕につきましては、プログラムでしたり
計測器具でしたり、そういったものが経費がかかって
おりましたので、そちらのほうに当てさせていただい
ております。本当にありがとうございます。続きまし
て、青年部これからも各種事業を抱えております。ま
ずは今週末、今度の日曜日に「まるごと白河」と共に
開催する事業がありますので、その担当の委員長が今

日きていますので、そちらのほうからひとつ報告をさ
せていただきます。では吉成委員長、よろしくお願い
します。

◦白河商工会議所青年部　吉成翔太様
　こんばんは。白河商工会議所青年部の吉成翔太と申
します。本日は、西ロータリーの皆様、ゴルフと例会
のほうお邪魔させていただきましてありがとうござい
ます。今週末の27日に、「まるごと白河」というサ
ポート事業のほうを行いたいと思っております。内容
的には、白河市内の小中高校生でグループを作りまし
て、各グループで屋台で販売するという内容になって
おります。企画会議や試食会などを今まで行いまして、
今週末にやっと販売会ということで披露したいと思っ
ておりますので、当日は10時から15時まで子供たちが
一生懸命頑張っていますので、もしお時間許す方はよ
ろしくお願いいたします。以上です。

◦白河商工会議所青年部　三國一樹様
　三國一樹といいます。今日は例会・懇親会に出席さ
せていただき、ありがとうございます。

◦冨山強会長
　続きまして、さらに青年部の事業の報告をさせてい
ただきます。12月に駅前のイルミネーションと同時開
催でペットボトルツリーを開催しております。今年度
も同じようにペットボトルツリー開催しますので、そ
の担当副会長の菊地君がいますので菊地君より一言よ
ろしくお願いいたします。

◦白河商工会議所青年部　菊地一寛様
　改めまして、こんばんは。本日はお招きのほうして
いただきまして、誠にありがとうございました。まだ、
表彰式前でちょっとウキウキしている部分はあるんで
すけれども冬のイベントの話といいますか、12月に毎
年開催させていただいております駅前のイベント広場
で、ペットボトルのツリーを約40個程展示しているよ
うなことを開催しております。こちらのほう、各小学
校、中学校、白河市内のほう、また企業さんのほうを
頼りましてすべて集めております。また今年は、12月
の初旬にそちらの点灯式を中心市街地活性化と共に一
緒に行いますので、是非皆さんお時間許す限りそちら
の点灯式のほうで我々のほうペットボトルの開催と共
に冬屋台、ミニ屋台というような形でお酒の販売です
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とか、食べ物のほうを今準備しておりますので、是非
そちらのほうにお越しいただき、ひとつ温まっていた
だきながら催しのほうを見ていただければと思います
のでよろしくお願いいたします。

◦白河商工会議所青年部　大戸和美様
　皆さん、こんばんは。去年に引き続き2年連続の出
場をさせていただきまして、誠にありがとうござい
ます。残念ながら100を切ることができませんでした。
来年、また頑張ります。よろしくお願いします。あり
がとうございました。

◦冨山強会長
　最後にもう一つだけ報告をさせてください。我々
商工会議所青年部は、来年度10月末、30、31、11月
1日の日程で東北ブロック大会というのを開催する
予定でおります。東北各地より若手の青年、経済人、
東北以外にも日本各地より来る事業となっておりま
す。私、今日後程そのＰＲのカード、名刺を持って
きておりますので皆様のほうにお配りをしますので、
その時は是非受け取ってください。以上で商工会議
所青年部の紹介を終わりたいと思います。ありがと
うございます。

◦白河青年会議所　金子善弥理事長
　皆様、こんばんは。先週に引き続き、本日もお招
きいただきまして誠にありがとうございます。2週連
続で2回も参加すると、まるで自分がロータリーに入
会したような錯覚が起きるくらい、すごい身近に感
じさせていただいております。また今日、日中ゴル
フに参加させていただいたんですが、私やっぱりゴ
ルフは全然上手くなくて、なのに成井さんとか堀田
先輩とか菊地一寛先輩が献身的に教えてくださいま
した。1ホール目から18ホールまでずっと教えてくだ
さって、後ろの組の方には大変迷惑をかけてしまっ

たんですが、全くスコアが全然伸びず、むしろ悪化
したくらいになってしまったんですが、本当にでも
楽しく次に繋がるゴルフコンペになったかなと考え
させていただいております。ありがとうございまし
た。ＪＣの事業紹介なんですが、残り今年度も2か月
となったので、事業もあと一つ。そして、あとはそ
の事業については後程担当の者がおりますので紹介
させていただきたいとおもいます。それと最近では、
台風19号で被災された方々に対して引き続き支援
をさせていただいております。先週もお話させてい
ただいたんですが、避難所に水等の物資を届けたり
とか、あとは白河地域外になるんですが鏡石町成田
地区のほうがかなりひどい被災状況でしたので、そ
ちらのほうに支援に行ったりだとか、あとは今週末、
県の社会福祉協議会と連携しまして新白河駅からい
わきのほうに全国から集まったボランティアの人を
乗せたバスが出ますので、こちらのボランティアを
引率するボランティアコーディネーターとしてこち
らのほうもお手伝いさせていただく予定になってお
ります。私のほうからは以上になります。上田専務
から自己紹介と何か喋りたいことあればよろしくお
願いします。

◦白河青年会議所　上田雄介様
　皆さん、こんばんは。本日はゴルフコンペからこ
の例会とお招きいただきまして、誠にありがとうご
ざいます。先程、新入会員候補者という紹介もあり
ましたけれども、我々も新入会員大募集しておりま
すので、もちろん成井さん鳴島さんの息子さんも
入っておりますけれども、皆さんのご子息さん、ま
た身近に若い方がいましたらご紹介のほういただけ
ればと思います。本日は最後までよろしくお願いい
たします。
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◦白河青年会議所　吉成茂様
　白河青年会議所企画室長の吉成と申します。今日は
弟と参加させていただいております。弟と私といい悪
いは別として、共によく接していただければと思いま
す。よろしくお願いします。

◦白河青年会議所　金澤史典様
　皆様、こんばんは。今年度、未来創造担当副理事
長をお預かりしております金澤史典と申します。よ
ろしくお願いいたします。本日は交流コンペのほうも、
ちょっと朝アクシデントがありまして遅刻してしまい、
大変申し訳ございませんでした。事業のほうＰＲさせ
ていただきたいんですが、明日明後日26日なんですけ
ども、中学生の進路意識を向上させる授業のほうをさ
せていただいております。まだ生徒数のほうが若干枠
がございますので、兼子先輩ご子息のほう是非協力さ
せていただければと思います。事業のほうまだまだ募
集しておりますので、もし一人でも中学生のお知り合
いいらっしゃいましたらお声がけのほうよろしくお願
いいたします。

◦白河青年会議所　十文字宗博様
　白河青年会議所の十文字と申します。本日はお招き
いただきありがとうございました。まだ先の話ではご
ざいますが、4年後白河市議会議員選挙があると思う
んですが、わたくし立候補しませんのでご安心くださ
い。高畠先生をはじめといたします白河を良くしたい
という立候補の皆様、是非とも立っていただき白河を
明るくしていただきたいと思いますので、皆様よろし
くお願いいたします。

◦白河青年会議所　大河原理寛様
　こんばんは。白河青年会議所の大河原と申します。
本日はお招きいただきましてありがとうございます。
日中のほうはゴルフ参加させていただきまして、非常
に楽しくプレーさせていただきまして本当にありがと
うございます。私、白河のほうで福島建機という会社
で日立建機の重機の営業やらせていただいています。
黄色いコマツでなくてオレンジの日立建機のほう取り
扱っておりますので、何かご所望ございましたら大河
原までよろしくお願いいたします。本日はありがとう
ございます。

◦白河青年会議所　矢田部展崇様
　白河青年会議所の矢田部と申します。いつも父が大
変お世話になっております。私も青年会議所40となり
まして、今年でようやく卒業となります。皆様の卒業
式へのご参加をお待ちしております。

◦酒巻昭夫様
　こんばんは。ま
たまた、西ロータ
リーのゴルフコン
ペに今回夫婦でで
すよ。こんな恥ず
かしいような、名
誉なような、とても戸惑っておりますけども、中目西
ロータリー会長のほかメンバー、個人的にいろいろお
世話になってる方ばかりなので楽しみにして参りまし
た。齋藤孝弘君がいつも私のメールに寄こすんですよ。
西ロータリーのコンペ何月何日にありますので、出席
お願いします。人数が足りないのかといつも思うんで
すけども、今回はましてや嫁も一緒にどうですかなん
ていう。西ロータリーの人たちはゴルフやらないのか
なと。二人で今日は一生懸命稼ぎに来ました。次回も
またありましたら参加したいと思います。よろしくお
願いします。

◦乾杯 鳴島三夫パスト会長
　皆さん、こんばんは。本日は、公益
社団法人白河青年会議所の皆さん、ま
た白河商工会議所青年部の皆さん、ま
た酒巻ご夫婦と白河西ロータリークラ
ブの交流会ということでございますの

で、時間の許す限り親睦を深めて交流をしていきたい
と思います。それでは、ＪＣ、ＹＥＧ、酒巻夫婦、ま
た西ロータリーの皆様のますますの発展をご祈念して
乾杯したいと思います。乾杯。


