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第1650回例会
令和２年12月17日（12：30～13：30）

○ソング
　◦我等の生業
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（瀬谷さん御入会いただき有難うございます。一緒にロータリー活動を楽しみましょう。居川

実行委員長全体会議お疲れ様でした。頼りにしてます。呉々も飲み過ぎにだけは注意して下さい。）
　◦堀田一彦幹事（とりあえずスマイルします。）
　◦山田顕一郎会員（遅くなりましたが、先月結婚記念日のお祝いをいただきありがとうございました。なんと

か10周年を迎えることができました。がんばります。）
　◦居川孝男会員（本日は35周年実行委員会に例会の時間を頂きありがとうございました。４月10日の成功に向

けてご協力よろしくお願いします。誕生日祝いありがとうございました。）
　◦金田昇会員（周年実行委員会居川委員長ご苦労様です。瀬谷さん入会おめでとうございます。いよいよ冬将

軍の到来です。健康に留意しましょう。）
　◦安部和夫会員（瀬谷さん入会おめでとうございま

す。）
　◦成井正之会員（瀬谷隆志さん入会おめでとうござ

います。一緒にRC活動を楽しみましょう。）
　◦関谷亮一会員（創立35周年を会員一丸となって成

功させましょう。）
　◦永野文雄会員（35周年実行委員会の卓話ありがと

うございます。12月15日で満75才になりました。後
期高齢者です。よろしく。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４７名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６１名

C  Ⓐの出席者数 ２６名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １０名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３６名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５７
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６３．１６％
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◦青木大委員長
　予算に限りがあったものですから、図書券がどうしても400
人分くらいしかなくて、それ以上集まってくるのはもちろん引
き受けるんですけど、その際に堀田幹事が許してくれるのであ
れば追加の予算で図書券の購入なんかをしたいかなって。400
個だからもう受け取りませんではなくて、一応それ以上来た時
には受け取る予定でいますけど今のところ予算がないのでそん
な感じで、もしくは来年の予算を先取りさせてもらって、使わ
せてもらうとか。あとは、皆さんの社会貢献のご寄付をいただ
いて図書券なんか増やしていただけたら助かるかなっていうふ
うに思いますが。あとはその状況ですね。もちろん、使えない
物も出てきて、これは受け取りませんというふうにはいかない
と思いますので、基本的に持ってきてもらったらありがたく活
用させてもらうという感じです。

◦居川孝男実行委員長
　あとは何かご質問等ございますでしょうか。ひとつお知り合
いの方とか、お孫さんで高校生くらいになって中学校のバッ
ク余ってるよという方がいらっしゃいましたら、よろしくご
協力をお願いしたいと思います。当初、現地の事情を考えて、
リュックサックでいいのかということでナップサックとかお願
いしますという話が出たと思うんですけど、今回はこの中学校
のカバンで統一募集ということで、ご自宅に余っているリュク
サックとかでもいいですよと最初言ってたのもあったもんです
から、申し訳ございませんが中学生用のバックを集めるという
ことで、多分何人かの人にも自宅のほうでリュックサックいっ
ぱい余っているよと言われたんですけど、リュックは今回はご
遠慮させていただいてこの中学生の、現地で喧嘩になって取り
合いとかにならないように統一のものでいきたいというふうな
お話でございますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

◦阿部克弘委員長
　皆さん、こんにちは。会場担当の阿部克弘
です。初めに、会場担当のメンバーを紹介し
たいと思います。鳴島パスト会長、諸橋会員、
湊洋子会員、鈴木信教会員。それから、救護
班として片倉先生、並びに渡部則也先生とい
うふうになっております。今、実行委員長の

ほうからタイムスケジュールというお話がありましたので発表
させていただきます。ただ、これは暫定ですので取りあえず今
後いろいろ修正しながらまとめていきたいなと思っております。
令和3年4月10日土曜日、会場はこの「東京第一ホテル」。そし
て、会員の皆様には11時に「富士の間」に集合していただきま
す。「富士の間」というのは、いつも懇親会をやる会場になり
ます。そちらのほうに11時に皆さんは集まっていただきたいと
思います。それから、1時半まで諸々準備等、それから昼食を
とるような形になります。そして、35周年の記念式典は2時半
から受付けになります。その前に、2時から「ときの間」で深
谷ノースロータリークラブさんと姉妹クラブの調印式、これを
ありますので関係者の方はこちらに集まっていただくようにな
ります。それから、今言いましたように2時から「ときの間」
で深谷ノースロータリーさんとの調印式がありますが、それ以
外の方は2時半から35周年の式典がこちらの「孔雀の間」で開
催する運びになりますので、こちらのほうで随時担当の部署の
方は集まって、自分の職務についていただければと思います。
2時半から受付けをしまして、3時から記念式典が開始になりま
す。終了は、4時半を予定しております。5時から懇親会の予定

になっておりまして、こちら先程言った「富士の間」で懇親会
は開催することになっております。ちなみに、第一ホテルさん
のほう先程実行委員長のほうで予約を取っておりますので、い
わゆるキャンセル料が発生するのが4月10日から前、30日から3
日までが50パーセントの違約金が発生します。いわゆるキャン
セル料ですね。これは、式場、会議室、及び料理の金額も同じ
く30日から3日前ですと50パーセントのキャンセル料が発生し
ます。それから、前日の場合は80パーセント。これは、会場並
びに食事のほうもそのようになります。それから、当日の場合
は全額というふうになりますので、これはこういうコロナ禍で
なかなか難しい、来年もどういうふうな状況になるか、ちょっ
とわからない状態ですので、その時々の状況を見て実行する実
行しないは判断していただくようになりますが、この30日前ま
でにできれば結論を出すような形になります。いろいろこうい
う時代ですので難しい点あろうかとは思いますが、それまでい
ろいろと皆さんとまた協議をして素晴らしい35周年にしていき
たいなというふうに思っております。なお、30周年や25周年の
前の式典を参考にしながら、わからないところはそのような形
でやっていければなというふうに思っております。

◦居川孝男実行委員長
　ありがとうございました。とりあえず、4月10日の当ホテル
での打ち合わせ11時に皆さん集合でご協力をお願いするという
ことでございますけども、日程表、会場関係等につきまして、
何かご質問等ございますでしょうか。あとは、伸ばせるところ
まで伸ばして最終決断は私と吉野会長で大変申し訳ございま
せんが、あとは理事会等にかけますけどもキャンセル料かから
ないうちに最終決断をしなきゃいけないのかなと思うとこでご
ざいます。阿部委員長、よろしくお願いします。あと今、記念
誌部会のほうで渡部さんのほうから35周年の歩みということで、
もう相当煮詰まった資料等をいただいておりますので、今後こ
の部分については詰めながら今期中に記念誌を配っていく方向
だそうでございます。あともう一点、最後になりますけどゴル
フ部会のほうから齋藤委員長のほうから4月11日のコンペにつ
いて軽くご説明いただきます。

◦齋藤孝弘委員長
　皆さん、こんにちは。記念事業のコンペな
んですけど、次の日に「グランディ」でやる
予定でございます。コロナ禍の中で、前日で
どうなるのかこの辺もまだ未定でございます
が、ゴルフは密になりませんのでゴルフだけ
やりたいなと思っております。それで、懇親

会等々に関しましてはコロナ禍で難しいのであれば、商品は後
で郵送するという形を取りたいなと思っております。できれば、
懇親も含めてゴルフ終わりの懇親も含めて皆さんと楽しくやり
たいと思っています。それと、皆様にお願いがあります。多分、
まだ決定ではないんですが商品のご提供をもし可能であればお
願いしたいなと思っております。皆さんの会社の何か良いもの
であったり、売り物であったり、そういう物も含めて宣伝にな
るような物も含めてご提供いただければ幸いと思います。

◦居川孝男実行委員長
　ありがとうございました。以上で、実行委員会の担当例会
を終了させていただきます。なにぶん本当に、4月10日、11日、
ご協力の程をよろしくお願いします。
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ます。よろしくお願いします。

◦青木大委員長
　国際奉仕委員長を務めます青木と申します。
どうぞよろしくお願いします。幹事報告でも
あったように、後援の依頼を福島県の教育委
員会、白河市の教育委員会、西郷村教育委員
会、福島民報と民友のほうに後援依頼のほう
をしております。早速、後援の承諾をいただ

きましたので、もう後には引き返せないのかなという一抹の不
安はあるのですが事業がスタートしました。どういった事なの
かというと、チラシのほうがまだ完成してませんので各テーブ
ル2枚くらいしかないんですけど、まだ修正できますからもし
間違ってるようなとこがあったらご指摘いただければと思い
ます。ミャンマーの子供達、学校に通うのにもこういったよう
なズダ袋をかけたような形で通学しているというのが、地方の
ほうの現状だということを聞きました。この35周年を記念して、
私たちのロータリーで奨学生のチョウさんの地元のほうにラン
ドセルを贈ろうということで、国際奉仕委員会は企画をさせて
いただきました。目標はそこの地元の子供達は大体350人くら
いいるということなので、400個を今回集めて持っていこうと
いう形を考えております。集める期間なんですが、一応どう
いったものを集めるのかというと、ここに一つサンプルがあり
ますけど、これは中央中学校が使っているナイロン製のランド
セルになります。このナイロン製のランドセルを、他の中学校
も大体同じような形をしてますので、それを集めて送ろうとい
う形になっています。集める期間なんですけど、一応2月15日
から3月いっぱいをまずは予定をしております。対象者になる
方は、これはランドセルを持っている方なんですけど、基本的
にチラシ等を撒く予定なのは、白河市内の高校、そして中学校、
西郷村の中学校を予定をしております。1、2年生は持ってく
ることがまだ使いますのでできないと思いますけど、3年生は
卒業と同時にもう使わなくなりますので、譲ってもいいよとい
う方には譲っていただいて、そのお礼として一応500円の図書
券を先着ですけど400名の方にプレゼントをする予定をしてお
ります。それと高校のほうにも出しまして、自宅のほうに眠っ
ているものがありましたら出してくださいという形で、白河市
内の高校のほうにも募集をする予定でいます。これで数が集ま
れば、募集のほうは1回で終わりの予定をしています。数が未
達だった場合には、また再度募集を高校等に向けて募集をして
いこうというふうに考えています。あと、新聞社さんのほうに
も後援を貰ってますので、こちらのほうからこういった事業を
してますよという記事を書
いてもらって、問い合わせ
を市民の方達にはいただこ
うというふうに考えてます。
届ける時期なんですが、後
援承諾書の中にも具体的に
もう書かれてたので、10月
か11月に行きたいというふ
うに考えてます。ただ、コ
ロナの状況というのがあり
ますので、多少その時期は
ずれる可能性が出てきます
が、基本的にはそのぐらい
の来年度の秋口くらいを予
定をしております。近くな

らないとわからないというところが大きいのですが、そんな形
で考えてます。あと募集に関しては、商工会議所さんのほうで
随時受付をこの期間ですね、お願いしたいと。どうかよろしく
お願いします、吉田さん。よろしくお願いします。数が集まっ
てきて、多分邪魔になるでしょうから、小田川運送さんで運ん
でいただいて、「昇栄」の倉庫のほうにお預かりをいただくと。
料金のほうは無料でしていただきたいなというふうに思います。
ざっとしたミャンマーにランドセルを贈ろう事業の概略を説明
させていただきました。何か詳細なことについて聞きたいこと
があれば、よろしくお願いいたします。

◦居川孝男実行委員長
　この事業でございますけども、今年度はカバンを集めるとい
うことを主体として考えておりますので、目標の400個、貨車
一台分くらいになるのかなと思いますけども。お名前なんか
をいただいて、500円の商品券をお配りさせていただきながら
やっていくということで、会議所さんのほうに持ってくる場合
があれば500円の商品券は2月になったらご用意ししておくので、
吉田さんのほうで交換しながら渡していただいて、これはロー
タリーの2年継続事業になる予定でございまして、鈴木年度に
おきましてミャンマーに実際今度持って行って、ただ単にこっ
ちから送りっぱなしじゃなくて、現地に贈呈式というものをコ
ロナが落ち着いた段階で考えておりますので、鈴木年度の時か
高畠年度の時かどちらかで必ずや現地にほうに行って置いてい
きたいと。現地の大使館なんかとも打ち合わせをしながら今後
進めていく予定になっておりますので、今年度は是非とも400
個目標の数集めということでご協力をいただきたいという趣旨
でございます。ここまでの件につきまして、何かご質問等ござ
いますでしょうか。

◦山口治会員
　例えば受け入れ可能なミャンマーのロータリークラブと打ち
合わせをしてみてはどうでしょうか。

◦居川孝男実行委員長
　一応、ミャンマーにはロータリークラブあるそうでございま
す。あるまではわかっていました。ただ、あと大使館のほうで
チョウさんのいる所と今、向こうの市長とかとやり取りさせて
いただいている関係で、相当田舎なんです。もし向こうのロー
タリーと協力できればその辺も検討して、今はまだ集めるとい
うことで、向こうのロータリーとか大使館を通じながら進めて
いく予定になるかと思います。青木委員長も、2年延長の委員
長を受けておりますので、鈴木年度も国際のほうの委員長をや
りますので、責任持ってこの事業完遂するという意気込みです。

◦青木大委員長
　お渡ししようと思ってたんですけれども誰も引き取り手がい
なかったので、私がもう一度来年もやらせていただきます。今
年度はちょっと間に合わないんですけど、来年度の輸送する時
にその財団の寄付を貰って使う予定で今考えています。

◦金田昇会員
　今年度の財団委員長とよく相談して、次年度に申し送りしな
がら3月末までなので早めにお願いしたいと思います。もう一
点なんですけど、400個ということになると中に使えないもの
とか、修理が必要だとかいうのが出てくると思うので、実際の
ところカバンの数はもう少し多めに集めるのですか。
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆さん、こんにちは。本日も雪が降るお寒い中、多数ご出席
いただきましてありがとうございます。また、先週のクリス
マス例会には本当に多数の方がご参加いただきまして、改め
て御礼申し上げます。今年は、何かにつけコロナの話題が多く
て大変恐縮ではございますが、また今日もちょっとその話が絡
んでくるわけでございますが。と申しますのは、本日の例会の
プログラムは35周年実行委員会で、35周年関連事業に関しての
進捗状況等の報告や皆様に対するお願い等がプログラムとして
組まれてるわけですが、35周年の実行委員会等でお話をさせて
いただいてますと、やはりコロナの絡みというのが開催できる
のかどうかということも含めてお話が出てくることが多くなっ
てまいりました。もう皆さんもご存じかと思うんですが、全国
の累計の感染者数が昨日の時点で187,769名だそうでございま
す。昨日一日の感染者数が2,991人。指標とされてます東京の
感染者数、これはもうニュース等で既にお聞きになってるかと
思いますが、678名過去最高を記録しているということでござ
います。ここ福島県も、昨日一日が17名の感染者数を数えるに
至ってるということでございます。3月、4月の状況からすれば、
あの感染者数で緊急事態宣言が発出されたということを踏まえ
ますと、今の現状はいつ出されてもおかしくないのではないか
というような状況だとは思っております。しかし、それに関し
ましてはまだ政府のほうも何もお話はないと。ただ、やっと重
い腰が上がりまして、先日ＧｏＴｏトラベルのほうは一時凍結
という形でやっと判断が下されたということでございます。そ
れを踏まえまして、当クラブでもやはり皆さんと基本はお会い
して顔と顔を合わせてお話をして例会のほうは行いたいという
ふうには思っておりますが、このような状況下ですので今後リ
モートでの開催というものを含めて考えていくべきだろう、準
備していくべきだろうというふうに思っております。こちらの
ほうは、皆様のリモート会議への出席できる環境が整っている
かどうかのほうを幹事の堀田君のほうから皆様方のほうに後日
アンケート調査が回ると思いますので、その際にお答えいただ
いて環境整っていらっしゃらない方いらっしゃれば、何とか私
たちのほうでもサポートできるような形をとっていきたいなと
いうふうには思っておりますが、出来ればそのような形での例
会の開催がないほうが嬉しいわけですが、やはり今の現状を考
えますとそういうことも含めて考えていかなければいけないの
かなというふうに思っております。35周年に関しましても、各
種事業日程が徐々に決まっておりまして、式典懇親会というも
のは多数の人数が集まって開催されるということを踏まえます
と、やはりこの辺もコロナを無視して進めるというわけにはい
かないわけですが、年度当初にお話させていただいたように、
止める中止をするということは前日でもできます。なので、あ
くまで開催できるというそういう思いの中ですべての事を進め
ていただきたいというお話をさせていただきました。そのよう
な思いで、実行委員長の居川さんをはじめ、進んでいただいて
ると思います。なかなか厳しい時期ではございますが、その中
でもそういったものを実行委員会35周年の事業を進めていく中
で、皆さんとの気持ちをより深いものにしていきたいと思いま
すし、またできればきちんとした形でお祝いができるといいな
あというふうなことを思っています。35周年の実行委員会のこ
れからプログラムということでございますので、多分大変長く
お時間を必要とするのかなと思っておりますので、会長の時間

はこの辺で終わらせていただきたいと思います。本日もよろし
くお願いいたします。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦白河市教育委員会教育長：後援等承認通知書
◦福島民報社 事業局事業部：書類送付のご案内
◦RI2530地区2018-19年度ガバナー平井義郎：国際ロータリー

理事会会合（2020年10月・11月）のハイライト日本語訳送付
の件

◦㈱フジキタネクタイ：細菌・ウイルスからあなたを守りた
い！ウイルスブロックマスクのご案内

◦国際ロータリー第2530地区2020-21年度ガバナー事務所：上
期新会員地区資金送金について

◦公財ロータリー米山記念奨学会：ハイライトよねやま249
◦国際ロータリー第2530地区2020-21年度ガバナーエレクト事

務所 事務局 岡山直緒美：ガバナーエレクト事務所年末年始
休暇のご連絡

■新入会員入会式
◦吉野敬之会長
　後程、ご本人から自己紹介していただきますがご紹介しま
す。先日、一度うちのほうにお客様として来ていただきました
瀬谷隆志君がお約束どおり今回入会ということで、理事会でも
承認を取りまして今日入会という運びとなりました。新しい仲
間を迎えまして、ますます皆さんと一緒に楽しくロータリー活
動ができれば嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願い
いたします。

◦瀬谷隆志会員
　先程、ご紹介いただきました「合同会社い
ろどり」代表社員の瀬谷隆志と申します。
仕事のほうは児童福祉のほうをやっており
ます。前にも、この場で卓話のほうをさせて
いただきまして、西ロータリーの皆様にはご
寄付をいただきました。その縁もございまし

て、今回こういった入会という運びになりましたので、今後と
も引き続きよろしくお願いいたします。

■本日のプログラム
35周年実行委員会全体会議
◦居川孝男実行委員長

　改めまして、皆さんこんにちは。初冠雪の
寒い中、本当にお集まりいただきありがとう
ございます。皆さんのお手元のほうに、35周
年実行委員会組織図というものを置かせてい
ただきました。式典は、来年4月10日土曜日
でございます。当「東京第一ホテル」の会

（２）

本日のプログラム
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場をメイン会場として、当ホテルで行う予定でございます。ま
た、翌日4月11日にはゴルフということで「グランディ那須白
河」のほうで記念コンペをやる予定でございます。先程、会長
のほうからこのコロナ禍の中で出来るのかどうかというお話も
ございましたけれども、実行委員会としては万全を拝して出来
るという思いでやらないと最初から駄目ではどうしようもない
ので、皆さんでこのコロナに打ち勝って是非4月に出来るよう
にしていただければということで準備を着々と進めていきます
のでご協力お願いしたいと思います。今回の組織図で顧問団と
しまして、関谷パスト会長、永野パスト会長、佐藤清作パスト
会長、遠藤パスト会長には顧問になっていただきまして、大所
高所から私共にご指導いただければというふうに思っておりま
す。事務局は、事務局長に青木大さん、次長に山田顕一郎さ
ん、会計に横田さんという布陣で事務局を組織しておりますの
で、何か事務方のほうにございましたら、青木さん、山田さ
ん、横田さんのほうにお願いしたいと思います。なお、支出関
係についてはすべて青木さんの判子のもと、横田さんに回ると
いうシステムでございますので、実行委員会関係で支出等ござ
いましたら青木さんのほうにご承認いただければと思います。
部会は4部門に分けさせていただきました。まず、登録記念誌
担当ということで、矢田部さんに副実行委員長をお願いしてお
ります。矢田部さんのもとに登録受付、これは大住さんの委員
会を中心に登録受付をやっていただくということで、委員の配
属をしたとこでございます。基本的には、委員長さんのいる委
員会がメンバーになっております。シスター委員会は兼子聡さ
んを委員長として、安倍先生を含めてシスター委員の方にお願
いしております。記念誌は、三瓶徹さんの委員会、記念誌部会
で、一応現在のところ渡部勝也さんが中心になってやっていた
だいて、大体勝也さんのほうの資料は私のほうでいただいてお
りますので、あとは当日に向け詰めていけばという段階になっ
ております。以上、3委員会を矢田部さんにお願いするわけで
ございます。矢田部さん、よろしくお願いします。式典担当は、
金田昇さんに副実行委員長をお願いしておりまして、当日の式
典等の司会をシスター委員会であります運天委員長にお願いし
ているとこでございます。是非当日、ＳＡＡの皆さんよろしく
お願いします。会場設営は、阿部克弘委員長にお願いしており
ます。鳴島さんを含め委員の皆さん、当日含め会場の準備等の
ご協力よろしくお願いします。懇親会は、櫻岡委員長のもとお
願いしているとこでございまして、吉成さん、増子さん、今日
入った瀬谷さんは新入会員の方は多分、親睦委員会に配属にな
ると思いますので、櫻岡さんの委員会の中でご協力いただけれ
ばというふうに思います。この3委員会を金田さんにお願いし
ておりますので、ひとつ金田さんよろしくお願いします。記念
事業といたしまして、記念事業特別部会と記念講演特別部会と
いうことで2部門作っておりますけども、一つは吉田充さんを
委員長にお願いしておりまして、宮本先生含め、社会奉仕、国
際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕委員会と合同で記念事業部会を
行っていただきます。あと、記念講演部会という記念事業でい
いんですけど藤田さんの委員会で一つ考えがあるかもしれませ
んということで、ここは成井正之副実行委員長にお願いしてお
りますので、ひとつよろしくお願いいたします。最後に4月11
日のゴルフ部会でございまして、前原副実行委員長にお願いし
て、担当は齋藤孝弘さんに委員長をお願いしてるとこでござい
まして、ゴルフ愛好会の皆さんを含め、よろしくお願いしたい
と思っております。できれば来年年明けに各副実行委員長を中
心に一度お集まりいただいて、詳細、進行状況含めまして、委
員長とお話し合いをしていただければというふうに思っている

とこでございまして、各セクションの役割分担表も委員長さん
にはお渡ししてありますので、一度年明けに各担当部会ごとに
会議等をやっていただければというふうに思うとこでございま
す。今日は、記念事業部会についてのご報告でございます。現
在進行形で1月の事業、及び3月末に向けての事業、2つほど実
行委員会で可決して動いているとこでございますので、皆さん
方に協力をお願いしなければならない点がございます。まずは、
青少年関係事業で委員会事業を中心に今回は35周年特別実行委
員会で何か大きなものをやろうというのではなく、委員会が育
んだものを大きく育てて、白河西ロータリー35周年記念事業と
いう格好を取らさせていただく予定になっておりますので、委
員会関係の動きがメインになっております。まず最初に、吉田
充委員長のほうからご報告をお願いしてよろしいでしょうか。

◦吉田充委員長
　皆さん、こんにちは。35周年いよいよでご
ざいます。先程来からお話があるように、コ
ロナが福島で昨日最多ということで出ており
ます。そんな中で、私の委員会の記念事業と
してやらなければならない、やるしかないと
いうふうな部分で今動いております。中学生

を対象にした記念事業になっておりまして、市内のほうの清掃
活動と講演会になっております。今日、メールボックスのほう
にこの用紙が多分皆さんのお手元に行ってると思います。開催
日が、令和3年1月11日、日曜日祝日となってこれちょっと間
違いです。月曜日祝日でございます。そんな中で、35周年の記
念事業を何をやったらいいのかというふうな部分から、吉野会
長はじめ居川実行委員長等々ご相談しながら、青少年育成に関
わる事業を当委員会のほうでやりたいというふうなことを話し
ながらやってきたわけですが、たまたまＣＫＢの青木先生との
出会いがあって、その青木先生のほうから中学生の生徒さん達
に奉仕活動をさせてあげたいんだという相談を受けまして、そ
れはＣＫＢという野球を通してロータリー活動を青木先生が理
解していただいて、そのもとで子供たちにそういった活動をさ
せてあげたいというふうなお話をいただいたものですから、是
非そこを何とか記念事業の中に組み込みたいなというふうなこ
とが一つと、また前に話したと思うんですがその清掃活動が終
わった後に、中村文昭氏の講演会を矢田部さんが前に白河に呼
んでいただいて、多分ロータリーのメンバーはこの講演会を聞
いて何かしらの良いスイッチというのかな。そういったものを
どこかに受けたかなというふうに思っているので、その大人が
聞いてもそういうふうに思える部分なので、中学生の若い時
分にそういった自分がこう
するとこうなるんだよとい
うふうな、何か新しくどこ
かで気付きを見つけていた
だければなという思いから、
中学生対象の中村文昭氏の
講演会という形を考えまし
た。今現在、進行しており
まして教育委員会等後援を
いただきましてこのチラシ
ができて、11日くらいに出
来上がって配布しておりま
して、今日、堀田幹事のほ
うから大信中学校、これは
多分野球のほうの関連では

白河西ロータリークラブ創立35周年記念事業

主催：白河西ロータリークラブ
後援：白河市教育委員会・西郷村教育委員会

市内清掃活動●中村文昭氏講演会市内清掃活動●中村文昭氏講演会及び

新白河駅➡はくしんイベントホール
～ゴミ拾い～

※どちらか一方でも参加できます〈開催日〉
 令和3年1月11日月㈷
〈開催日〉
 令和3年1月11日月㈷

≪事業内容≫
新白河周辺をスタートしてゴミを拾う単純な作業かもしれませんが自発的に考え行動
することで新たな気づき（発見）（出会い）が有るかもしれません。ロータリークラブの
会員の皆さんも中学生の皆さんから何か学びが有るかもしれません。積極的に参加して自分たちにな
い何かを発見してください。着場所は白河信用金庫西支店の白信イベントホールです。そこで中村文昭
さんお話を聞いていただきたいと思います。

●タイムスケジュール
　12：30　集合（新白河駅前）
　　↓　　中学生と担当先生とロータリーメンバーでゴミ拾い清掃
　　　　　活動を行いながら講演会場に移動する
　13：45　はくしんイベントホール着
　　　　　講演会場へ移動（検温・手指消毒・マスク着用）

時間 12:30～13:45

清掃奉仕
活動

時間 12:30～13:45

清掃奉仕
活動

時間 14:15～16:00

中村文昭氏
講演会

演題「あなたの未来（人生）は輝く！！」
　　　　―ヤル気スイッチは自分自身が決める―

時　間　14：15～16：00
場　所　はくしんイベントホール
　　　　　（白河市立石96白河信用金庫西支店）
対象者　中学生と保護者と先生　100名

新型コロナウイルス対策のため席数276席のうち100席のみを使用することといたします。会場入場の際、検温・手指消
毒・マスク着用、会場内では必要以外のお話をお控えていただくようにご協力をお願いいたします。
尚、感染拡大により国または福島県が緊急事態などを宣言した場合やそれらに準ずる状況と当クラブが判断した場合はこ
れらのイベントを中止いたしますのでご了承ください。

●著書
『お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！』（サンマーク出版）
　『お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！（出会い編）』（サンマーク出版）
『人生の師匠をつくれ！』（サンマーク出版）
『出会いを生かせば、ブワッと道は開ける！』（PHP研究所）
『非常識力』（PHP研究所）
『僕たちの“夢のつかみ方”をすべて語ろう！』（学習研究社） など

≪中村文昭氏プロフィール≫
昭和44年　三重県多気郡大台町大杉に生まれる
　　　　　皇學館高校卒業

●CD（サンマーク出版）
『中村文昭のみるみる元気が
　　　　　　わいてくる！1（パワーの源）』
『中村文昭のみるみる元気が
　　　　　　わいてくる！2（出会いの種）』
●DVD（サンマーク出版）

『人生の師匠をつくれ！DVD』

現　在　有限会社
　　　　クロフネカンパニー 
　　　　代表取締役社長

無料
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なく一般の中学生だとは思うんですが、9名、1年生2年生中心
で申し込みが届いております。当委員会の中で島田君が、一応
その青木先生とのパイプ役で今動いていただいております。そ
れと中学校にこの資料を配布していただいているのが、村上さ
んが当委員会ではないのですが学校関係に行き来しているので、
私届けてあげますよというふうなことで届けていただいており
ます。そんな中から多分今回の申し込みは来ているんだという
ふうに思っております。簡単に概略、そんな流れで35周年の記
念事業として考えてるわけですが、清掃活動はロータリークラ
ブの会員の皆さんも中学生の皆さんと一緒に清掃活動をしてい
ただき、若い中学生の方々とコミュニケーションを取りながら
清掃活動を行っていただければ、またその中学生達がロータ
リーってこんな人達がやってるんだなとか、こんな活動をして
いるんだなというのをわかっていただけるきっかけになればな
と思っておりますので、会員のメンバーの皆さん、是非1月11
日、祭日でございます。12時30分、新白河駅前集合で、これは
一般の人に対しての12時30分なので、メンバーは12時15分くら
い。これは後程ご案内差し上げますので、その日程を合わせて
いただきながら、そういった子供たちと一緒に清掃活動を行っ
ていただければなと考えております。また、講演会もまだ人数
は青木先生のほうでは約70名というふうな形で、野球関係者、
保護者のほうで出席していただけるようなお話はいただいてい
ますが、100名は入れる会場でございますのでまだ人数は空い
ておりますので、もしロータリーメンバーのお孫さん、もしく
はお子さんでこういった話を聞かせてあげたいなというふうな
方は今日お配りした裏側に申し込み用紙が入っておりますので、
そういった形でわたくしか堀田幹事のほうでもよろしいですが、
名簿を提出していただければありがたいなというふうに思いま
す。先程、最終的にこの事業ができるかどうかまだ結論は出て
おりませんが、コロナが拡大、もしくは県のほうから何らかの
要請が入れば中止になってしまうわけですが、そうならないこ
とを信じて私も一生懸命1月11日に向けて準備をしていきたい
と思っておりますので、会員の皆さん、申し訳ないですが本当
に11日できれば時間を都合を付けて中学生と語らっていただき
たいと思います。以上で、私のほうから現状のほうの報告とさ
せていただきます。よろしくお願いします。

◦居川孝男実行委員長
　ありがとうございます。この清掃活動・講演会につきまして
何かご意見ご質問等聞いておきたいということがありましたら
どうぞ。まず一つには、1月11日にちょうどＧｏＴｏ延期の最
終日になってて、不安定でございますけど、取りあえず実行す
る方向では動いております。コロナが拡大すれば中止させてい
ただきますけど、とりあえずメンバーの皆さんには来週くらい
までには1月11日の出席を取らさせていただいて、ごみ拾い等
もございますので運転及びごみ袋、そしてごみを集める軽自
動車と、そしてまた人数によって何班かに分かれて新白河駅か
ら昭和町の白信ホールまでコースも分かれるんですね。その時
には各コースのリーダーさんなんかにご指名される方もいらっ
しゃるかと思いますので、その節はご協力をいただければとい
うことで、よろしいでしょうか。あと白信ホールですけど、約
300弱のキャパの内100名限定で3人に1席くらいで、コロナの拡
大防止に努めたいというふうに委員長考えているとこでござい
まして、あまりにも人気で150名とか200名を越した場合は先着
か何かという格好になってしまうんですかね。過度には入れな
い予定でおりますので、なるべく早く聞きたいという方がい
らっしゃればご応募いただければということでございます。あ

と何か聞いておきたい点ございますでしょうか。

◦金田昇会員
　人数制限の件なので、子供たちも含めて参加の方が100名く
らいになっちゃうと、メンバーの方達が多く参加できないとか
思うので、出来ればリモートで、自宅で例えばズームかなんか
でそれを会場を見られるとか、そんなふうな方法というのも、
いろんな録画してはまずいとか、講師がそういった制限あった
りすれば難しいでしょうけども、そういう事も検討していただ
ければどうでしょうか。

◦吉田充委員長
　はい、ありがとうございます。その辺はちょっと講演者の方
とまだ詰めた話してない部分なので、ちょっとその確認を取ら
させていただいて、リモートで出していいかどうか確認は取ら
させていただきます。多分、実質的に会員の方々は会場に来れ
ば立ち見になるかもしれないんですが、入れないことはないの
かなというふうには思ってはいます。100人の中ではなくそれ
以外の部分で。会場が276人だったと思うんですが。要はそこ
に100なので、人数的には十分対応はできると思うんです。た
だ、三分の一という部分で謳っているので、実質三分の一を超
えても多少人数は増やせるかなというふうには思っております。
ちょっと検討させてください。

◦居川孝男実行委員長
　コロナ対策で、もし最悪の場合無観客のビデオ撮影がＯＫか
とか、そしてそれを見せていくとか、いろんな方法があるかと
思いますので、なるべく多くの人に見てもらう聞いてもらうと
いうのが大切だと思うので、ビデオとかオンデマンドも含めて
最悪の事態につめておいていただけるということで、よろしく
お願いいたします。

◦高畠裕会員
　時間と場所は伺ったんですけど、多分車で来られる方がい
らっしゃると思うんですけど、その時の駐車場はどうなります
か。

◦吉田充委員長
　新幹線のほうの駅に関しては、東京第一ホテルさんに頼むし
かないのかなと、会の部分に関しては。あとは送迎でここは集
合場所になっているので、ここから歩いて信金ホールまで行く
ので、保護者の方は多分白信のほうの駐車場を利用させていた
だくような形にはなると思います。台数は確保されている部分。
白信さんのほうの駐車場はエリアが決まっているので、それは
後でご連絡します。会員のメンバーは前に多分、中村さんが来
た時に停めた向かって左側の奥のほうに会員の方々は停めてい
ただくような形になると思います。できれば乗り合いで来てい
ただいて何人かで停めていただくのが一番いいかなとは思いま
す。

◦根本あゆみ会員
　もし良かったら、うちの駐車場使っていただいて大丈夫です。

◦吉田充委員長
　わかりました。ありがとうございます。「アジアン」さんの
ほうの。会員の方で西郷口の「アジアン」さんの駐車場のほう
にも停めていただいて結構だということで。ありがとうござい


