
白河西ロータリークラブ

2020～2021年度クラブ目標

2020－21年度国際ロータリーテーマ

会　長　　吉　野　敬　之
幹　事　　堀　田　一　彦

S H I R A K A W A  W E S T   R O T A R Y   C L U B

『35年目の再構築
� ロータリーの源流へ』

▶例会日：第１・第３木曜日（12：30）その他の木曜日（18：30〜19：30）
▶例会場：白河市新白河駅前　東京第一ホテル新白河
▶事務局：〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5（白河商工会議所内）  ☎23-3101　ＦＡＸ22-1300

創立 1986年

第1661回例会
令和３年３月25日（18：30～19：30）

○ソング
　◦四つのテスト
○ビジター
　◦永山龍太郎様
　◦水上泰真人様
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（永山さん、水上さん白河西クラブにようこそ。これから末永いお付き合いの程宜敷くお願い

致します。鈴木エレクト卓話有難うございました。今年度は充ちゃんの次にポンコツでしたが、来年度は安心
出来そうです。）

　◦堀田一彦幹事（永山さん、水上さんようこそ！鈴木エレクトありがとうございました。）
　◦居川孝男会員（永山さん、水上さんようこそ。入会を快く承諾いただきありがとうございます。一緒にロー

タリーを楽しみましょう！）
　◦永野文雄会員（永山龍太郎さん、水上泰真人さん入会おめでとうございます。早くなれて下さい。会長エレ

クト鈴木孝幸さん、卓話ありがとうございます。）
　◦関谷亮一会員（水上泰真人様、永山龍太郎様入会

予定おめでとうございます。十文字会員の社長就任
おめでとうございます。ご挨拶状もいただきありが
とうございました。）

　◦成井正之会員（永山さん、水上さんご入会おめで
とうございます。一緒にRC活動を楽しみましょう。
鈴木孝幸エレクト、卓話ご苦労様でした。次年度の
ご活躍を期待しております。）

　◦山田顕一郎会員（永山さん、水上さん西ロータ
リーにようこそ！白河二小の保護者に吹奏楽部に楽
器の寄付のお願いが来たので諸橋会員に相談した所、
既に西ロータリーで動いているということでした。
さすがです！入会していてよかったです。）

　◦藤田和克会員（先日は結婚祝いのお花ありがとう
ございました。）

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 ２５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） ３２名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５４
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６１．１１％

第1661回例会出席状況� （R３年３月25日)
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆様、こんばんは。今日も沢山のメ
ンバーの方がご出席いただきまして、
誠にありがとうございます。今日は80
名くらいご出席されてるご様子でござ

いますので、とても楽しみでございます。まず、今日
初めに二つ程ご報告がございます。一つ目は、皆さん
もう名刺交換された方もいらっしゃるかと思いますけ
れども、この度居川先生のご尽力、酔った時の勢いで
2人の新入会員が私たちと行動を共にしてくれるとい
うことで入会をいただきました。まず初めに、永山龍
太郎さん。次に、水上泰真人さん。お二人には後程、
ご自分達の自己紹介を含めてご挨拶をいただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。当クラブ
には、見ていただいてわかるように年齢も職業も様々
な方々が沢山いらっしゃいます。お二人の参考になる
ような、昼間は多分参考になるような方がいっぱいい
らっしゃると思います。夜に関しましては、わたくし
はあまり保証はできませんので、ご自分の目で確かめ
た上で夜参考にされる方と行動を共にしていただけれ
ばと思いますので、よろしくお願いいたします。二つ
目は、皆様のもとにもご案内届いてるかと思いますが、
当クラブ会員「丸昌不動産」の十文字光伸さんがこの
度、代表取締役社長にご就任されたということで非常
に喜ばしいことでございます。おめでとうございます。
十文字さんにおかれましては、今年度ご不幸もござい
まして、会社の中もいろいろ大変なこともあったかと
思いますが、この期に社長になられて更なるご発展は
期待できるかと思いますし、私たちも一生懸命応援は
させていただきます。わたくしは物心の心のほうで応
援させていただきますので、物のほうは安部先生あた
りに土地を買っ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。今日のプログラムは、会長エ
レクトの鈴木孝幸さんのＰＥＴＳのご報告会というこ
とになっております。ＰＥＴＳの報告会、メンバーの
方はわかると思うんですけども、お二人もいらっしゃ
るのでまた改めてご紹介させていただきますけど、会
長になる前の年に会長と翌年度の地区役員というふう
な人達が集まって、地区のガバナーというトップの方
から次年度の行動指針ですとかそういったところと

か、実際に会長をやる上で必要な知識等を教えていた
だいたり、レクチャーをしていただいたりという学び
の場でございます。毎年、大体3月のこの時期に開催
されておりまして、去年はわたくしが受けるはずだっ
た時には、コロナで実際にフェイストゥーフェイスで
やるということはできずにリアルではなくて、去年は
文章とロータリーラーニングというのがございまして、
これはお二人も多分入会されるとアクセスできるよう
になると思うんですが、ビデオみたいなＤＶＤみたい
なものを見て、それで勉強しなさいというふうな形で
した。今年もリアルではできなかったそうで、今年は
ズームを用いた形で研修を受けてきたそうでございま
す。わたくしはこのような形で見たようにあまり計画
性にないタイプでございますが、鈴木エレクトは普段
から見ておりまして、非常に計画的で事前にやっぱり
お仕事柄ですかね、非常に何か発言される時とか発表
される時に非常に構築されたお話をされる方だなとい
うふうにいつも感心しております。今日は、その鈴木
エレクトが次年度の行動指針である次年度どういう形
で運営していくかということを含めて発表していただ
けるということで、非常に楽しみにしております。お
二人におかれましても、そういう節目の例会に今日参
加していただきましたので、非常にタイミングが良
かったなと思っております。鈴木エレクト、お話を楽
しみにしております。よろしくお願いいたします。

■新入会員候補者挨拶
◦会員増強委員会 山田顕一郎委員長

　改めまして、こんばんは。委員長の
山田でございます。今日、同時に二人
ということで、私ほとんど何もしてい
ないような状態なんですけど、吉野会

長と居川会員と堀田幹事と須藤副委員長のほうでいろ
いろ動いてくださいまして、ちゃんとお話をさせてい
ただいて入会を即決断していただいた男らしいお二人
でございますので、一言づつ自己紹介をしていただき
たいと思います。

◦永山龍太郎様
　皆様、改めましてこんばんは。「永
山産業株式会社」の永山龍太郎と申し
ます。今回、ロータリークラブのほう
に参加させていただいて、いろいろな

（２）

本日のプログラム



第1661回例会 令和３年３月25日（３）

ことを皆様と一緒に学ばせていただければと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。

◦水上泰真人様
　どうも、こんばんは。「水上法律事
務所」を経営してます、弁護士の水上
といいます。今回、居川先生からお誘
いいただきまして、ゴルフの時だった

かと思うんですけれども、宮本先生いらっしゃるから
私はちょっとというお話はしたんですが、最近になっ
て宮本先生いいって言ってたからどうってことで外堀
を埋められてしまいまして、こういう機会いただくこ
とができました。入るからには頑張ってやっていきた
いと思います。よろしくお願いします。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦ガバナー事務所：会員増強・拡大・ロータリー情報

委員会からのアンケート
◦白河市赤十字奉仕団 委員長 安澤荘一：令和3年度

白河市赤十字奉仕団第3回委員会の資料配付と書類
配布と書面審議のお願いについて、奉仕団団員の報
告について

◦国際ロータリー第2530地区2020-21年度 ガバナー 
石黒秀司、RLI委員会 委員長 鈴木和夫：ロータ
リーリーダーシップ研修会（RLI）第3期パートⅠ
開催のご案内

◦国際ロータリー第2530地区だて西ロータリークラブ 
最終年度会長 阿部真樹：クラブ終結問題の中間報
告

◦タカラ印刷株式会社：2530地区「10年のあゆみ」校
正について

◦第2530地区 次期地区幹事 蛭田修二：PETSシェ
カールメール会長メッセージ動画について

◦ロータリー文庫事務局 今井：ロータリー文庫開館
のご案内

◦ガバナー事務所：東京RC創立100周年記念例会兼祝
賀会ダイジェスト映像掲載の件

◦白河ユネスコ協会 会長 小野利廣：令和3年度白河
ユネスコ協会第1回役員会の開催について（通知）

◦白河市緑化推進委員会 会長 鈴木和夫：令和3年度
「緑の募金」について（依頼）

◦国際ロータリー第2530地区 ガバナー 石黒秀司、地
区大会実行委員長 太田宏：地区大会YouTube配信

のご案内

■委員会報告
◦中目公英会員

　皆さん、こんばんは。西クラブの
メッセンジャーのグループに入ってる
方にはもう既にお話していることです
が、先だっても一度話をさせていただ

きました。2月13日の福島県沖地震で、私の所の石造
りのものが大変被害に遭ったという話を埼玉県深谷
ノースの皆様方が聞きつけまして、いろいろと神社の
復興復旧にご協力しましょうというふうな話が立ち上
がっていました。産経新聞の埼玉県版に3月2日にこの
ような記事掲載がされましたということで、埼玉県内
から関東一円の産経新聞の方々はこちらのほうの記事
を見て、心ある人は寄付をするというふうな記事が掲
載されたのを送っていただきましたので、この後皆さ
ん方に回覧いたしますから良かったら見てください。
あと地元紙の福島民友のほうには3月23日、白河と深
谷の友好関係でこういうふうなご縁で寄付活動が続い
てますという記事を大きく取り上げていただきまし
た。それから、さいたま市のほうでそのような活動を
起こすのは深谷の市長の小島市長さんの力強い援助が
あったということで、「広報しらかわ」にあたる「広
報ふかや」のほうで市長の深いい話ということで、記
事になったというふうなことで、そのような形で輪が
広がっているというふうな報告をいただきましたの
で、こちらの三点につきましてこれから皆さん方に回
覧いたしますから良かったらお目通しをいただければ
と思っております。それからもう一つ別件ですけれど
も、白河西ロータリークラブの創立35周年記念事業の
一つとして、林利勝名誉会員の強い思いと関谷亮一会
員の志高い思い、このお二方の力強いご支援のもと、
当初は那須甲子少年自然の家にロータリーの森づくり
をしましょうということで活動してたのが、グラウン
ド整備のために植林した木がほとんど切られてしまっ
たので、何とか俺のロータリー活動を後世にまで残す
ためには何とかしないといけないという林名誉会員の
強い思いで、植える場所がないものですから南湖神社
の境内内に、俺が生きてる最後のお願いだから植林を
させてくれというふうなことで植林をすることになり
まして、吉野会長と居川実行委員長の温かい志のも
と、記念事業の一つに採択していただいたところであ
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りますが、この植林を今月末に実施することになりま
した。正式に日にちが決まったらば、また追ってお知
らせはいたしますが、今のところ森林組合さんのほう
がえらいスケジュールが混んでいるらしく、明確には
日にちは決められないということで、30日か31日だと
いうことでございます。この後、幹事さんのほうから
詳しい日時のほうは皆さんにご案内してもらうように
したいとは思っておりますが、参加できる方は南湖神
社に来ていただいて、森林組合が一から十まで植林す
るのですけれども、植林しているポーズで写真を撮る
のに混ざってもらえればと思っております。以上、二
点ご報告をさせていただきますので、よろしくお願い
いたします。

■本日のプログラム
会長エレクト研修会の報告会
◦鈴木孝幸会長エレクト

　皆さん、こんばんは。前回、私も2
回目のズームの例会で喋るということ
で、今回も上手くいかずに七転八倒
してます。先程の吉野会長のほうか

ら、私は用意周到なんて話ありましたけど、全然だめ
ですね。ちょっと開き直って皆様に迷惑かけないよう
に、時間に穴が開かないように頑張りたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。それでは、2021-
22年度の第2530地区ＰＥＴＳの報告をしたいと思いま
す。先日の3月13日に、ＰＥＴＳをズームで受講して
まいりました。本来ですと、ＰＥＴＳは一泊二日、一
日半ですか、結構ぴっちりした工程で温泉か何かに入
りながら開催するらしいですけども、昨年同様、吉
野会長も残念なことに寸前で中止という形でズーム
になったということで、今年もやはり万全を期して
ズームでの開催ということになりました。そもそもＰ
ＥＴＳといいますと、私も今回本気になって勉強した
んですけど、ＰＥＴＳの「Presidents Elect Training 
Seminar」。もちろん、会長になるためのトレーニン
グセミナーということで、まさに我々のために私のた
めに開催されるようなもので、ＰＥＴＳ、ＰＥＴＳな
んていいますけど、私の年代から言うと昔、ラムネが
動物の頭こんなことやるとここから出たやつをあんな
ふうな、まるっきり勉強不足で申し訳ないんですけど
そんな感じで頑張って勉強してまいりました。正直で
すね、ズーム開催なのでちょっと気軽に考えていたん

ですけども、事前にちゃんとした大きい封書が届きま
して、その中身を確認しますといろいろ書いてありま
した。当日の服装は十分にご注意くださいとか、あと
ＰＥＴＳの開催までに付属のＤＶＤにすべて目を通し
てくださいということと、マイロータリー皆さんも登
録してると思うんですけど、そこにラーニングセン
ターというのがあり、そこにクラブ会長の基本という
のがあって、それを全部受講するとシステム的に終了
証というのがちゃんと印刷されるんですけども、そん
なふうな事を事前にやりなさいということでかなり気
合を入れられてしまったという感じで受講してまいり
ました。送られてきたＤＶＤの中身には、志賀ガバ
ナーエレクトからＲＩテーマと地区運営活動方針とい
うのが入ってました。これは今日、後半で見ていただ
こうと思ってます。続いて、石黒ガバナーからは地区
管理と運営の講義がありまして、平井義郎地区研修
リーダーからは、クラブ管理と会長の責務という講義
があって、あともう一つが芳賀裕次期地区研修リー
ダーからは地区研修委員会と委員会と方針と計画とい
うことがすべて収録90分というＤＶＤであります。ま
た、事前に先程言いましたマイロータリーにあるラー
ニングセンター、クラブ会長の基本という基本を受講
したんですけど、恥ずかしながら初めてラーニングセ
ンターを覗いて正直びっくりしました。皆さん、ラー
ニングセンターを見たことある人はおりますか。さす
が、会長。多分、ほとんど聞いた方少ないと思います。
必要に迫られないと聞かないのかなと思います。私も
今回初めてでした。本当に凄いです。会長、幹事、各
委員長はすべて、あと委員を皆さんにすべて勉強にな
るセミナーが40本あるらしいです。それがあって本当
に充実した内容で、本当にただひたすらびっくりする
感じでした。是非皆さん、来年の委員長お願いされた
方とかおると思うんですが、是非是非ラーニングセン
ターを覗いて事前に予習をしていただけると助かりま
すし、是非是非それをお勧めしたいと思います。ちな
みに、私が受けたクラブ会長の基本というのは9コー
スあります。すべて受けると実は4時間近くかかりま
す。しっかり私もロータリー漬けになるほど、くたく
たになるほど聞いたので、皆さんにも是非勧めたいと
思います。ちなみに、コースの内容は一つ目が、ラー
ニングセンターを利用しよう。二つ目が、就任の準
備、クラブ会長編。三つ目が、マイロータリー、クラ
ブの運営。四つ目が、ロータリークラブセントラルの
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リソース。ロータリークラブセントラルというのは、
ロータリーの目標とかうち込んだり、事業をこういう
ことをやりますよということをうち込んだり、会員数
とか、男女比とか、そういった年齢の傾向だったりす
る、その各クラブの傾向が全部データ化されていると
ころです。五つ目は、個人データの保護についてのセ
ミナー。六つ目が、入会候補者情報プログラム。七つ
目が、ハラスメント防止と対処法。ここは本当に私も
しっかりとやりましたので。八つ目が、多様性、公平
さ、開放性への取り組みとか。九番が、これからの変
化を導くというふうな項目になってました。しかしな
がら、こんなにラーニングセンターが充実してるのか
なんて私思った次第でございますが、多分コロナ禍で
会合が開けないとか、セミナーが開けないということ
で、充実されたというのがあるのかなと思いつつ、会
長どうなんでしょうね。そうですか、じゃあそういう
コロナのせいだけじゃないと。しっかりしたロータ
リークラブの表れだということですね。結果的に、こ
のセミナーが全部ありますと、いつでも誰でもセミ
ナーが受けられるという環境になっていますので良い
事だと思いました。ちょっと脇道に反れたんですけど
も、ＰＥＴＳの報告に戻ります。実は今回は、事前の
レジュメにＰＥＴＳの開催しながら、クラブ会長エレ
クト6名は次回のＲＩ会長がシェカール・メータさん
というんですけど、シェカール・メータＲＩ会長エレ
クトがズーム会議に直接出席して、6人のクラブ会長
エレクトが話をして質問をして、それに対してコメン
トをくれるみたいな記載があったので、まじかと思っ
て本当に実際ズーム会議にシェカール・メータさんが
コメントしてくれるのかなと思ってわくわくして見て
たんですけど、実はなんか質問してるんですけどそれ
らしき回答が一切ない、ちょっとビデオ撮り的な回答
だったんですが、よくよく考えてみれば日本語で質問
してますから、もちろん通訳が入らないと相手も会長
も分からない。あとは、世界にガバナーエレクト534
人おります。今回の我々のこのＰＥＴＳでは、実は
2530地区以外に5地区で6地区で合同でＰＥＴＳをやっ
てるんですね。ＰＥＴＳをシェカール・メータ会長エ
レクトに出演してもらってるということなので、単純
に534人を6で割っても100近いＰＥＴＳが世界で開催
されていると。物理的に無理ですよね。そういったこ
とで納得したんですけど、シェカール・メータＲＩ会
長エレクトのお話を聞いて、非常に熱意ある、期待が

できる、こんなコロナ禍でも期待ができる内容かなと
思いました。具体的には、ここからシェカール・メー
タＲＩ会長エレクトのメッセージの概要なんですけど
も、まずこのメッセージはいつ発信されるかというと、
このＰＥＴＳと同じように世界国際会議というものが
開催されて、これは通常であればアメリカのオーラン
ドという所に世界のガバナーエレクトが534人集結し
て、なんと11日間泊まり込みでセミナーを行うらしい
です。今回の志賀ガバナーエレクトも本当はそれに参
加できるはずだと思ったんですけど、やはり今はガバ
ナー事務所で11日間、夜中の2時くらいから講義が始
まって、それが午後2時かな。確かそういうのを繰り
返していくような講義で、非常に残念だったと言って
おりました。その後で、16分くらい志賀ガバナーエレ
クトに画面にビデオをちょっと見ていただいて、非常
に人柄も優しそうで良い方で顔を見て親しみを持って
いただきたいと思います。それで、シェカール・メー
タＲＩ会長エレクトはインドのカルカッタ、マハナガ
ルロータリークラブで職業分類は会計士、そして不動
産会社の会長ということです。今回の目標としては、
「Do more glow more」もっと行動し、もっと成長
すると掲げています。今現在、17年間でロータリーの
全世界の人口が120万人。横ばいらしいですね。それ
を17か月ですから、もう始まってるんです。実は、今
年の2月から来年の6月いっぱいまでの17か月で、130
万人にするという目標を立てています。結構、すごい
と思いますね。「Each one bring one」みんなが一人
を入会させようと言ってます。ただ、120万人を130万
人にするのはパーセンテージでいうと8パーセントな
んですね。我がクラブが今60人くらいなので、4.8人
ですから大体5人、水上さんが今回入会していただけ
れば、もう始まってますから残り4人我々の年度で入
れれば、シェカール・メータＲＩ会長エレクトに貢献
できるということなので、頑張ってもらいたいと思い
ます。より多くの会員がいてこそ、より奉仕でき、よ
り多くの人生を豊かにすることができると。こういう
思いで会員増強に努めていきたいと仰っておられまし
た。2021-22年のテーマですね。今年は「機会の扉を
開く」ですけども、このテーマですが「奉仕しよう　
みんなの人生を豊かにするために」という非常にわか
りやすく力強いテーマであります。そのために、他の
人のために生きて世話をして奉仕をすることで、誰か
の人生を豊かにすることは自分の人生も最高の生き方
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ですという説明がありました。そして、アルバート・
アインシュタインの言葉を言いまして、誰かのために
生きてこそ人生には価値があるとも会長エレクトは
言っておられました。次年度の焦点として、女子が
キーワード。女子のエンパワーメントと言っておりま
して、エンパワーメントというのは人権を尊重し、お
互いの多様性を認め、能力を引き出し、権限を与える
という意味らしいです。世界各地で女性が直面してい
る問題に、ロータリーが取り組んでそれを和らげよう
と言っております。来年のキーワードは本当女性です
ね。私も主要メンバーに女性を迎えて、是非是非前向
きに来年頑張っていきたいと思います。あと先程の目
標の「Do more glow more」もっと行動しもっと成
長するの具体的な計画として、シェカール・メータＲ
Ｉ会長エレクトは会長主催会議というのを世界7か所
で実行したいと言っていました。慶州、ベネチア、マ
ニラ、ハイデラバード、あとブラジルの何とかという
所とモザンピークですね。この7か所。是非是非コロ
ナが終息して、我々も海外に飛び出していけるような
状況になったらば、皆さんで是非この7つのうちどこ
かに行きたいなと思っております。無理かな。ミャン
マー、ミャンマーは今、内戦ですので。あとは、ロー
タリー奉仕デーをやりたいと。これはどういうもの
かといいますと、二つ以上のロータリークラブとか、
我々のところにはないですけどもローターアクトクラ
ブ、インターアクトクラブと共同して計画を行うイベ
ントですね。これもちょっとどういった開催の仕方と
いうのは、こういう状況の中でいろいろ議論はありま

すが、そのイベントを開催して参加者の4人に一人は
ロータリアンじゃない人を積極的に入れようという形
でＲＩ会長エレクトは言っておられました。それを結
果的にＳＮＳを通して世界中にロータリーの活動を発
信していきたいと、そういったことでロータリー奉仕
デーというのを考えておられます。多分、ガバナー補
佐が中心となって、多分ですね。ロータリー奉仕デー
というのは動いていくのかなと思っております。我々
も積極的にロータリー奉仕デーを支援していきたいと
思っています。あと、チャレンジに満ちた4つの行動
を起こそうということで、ポリオ撲滅運動、新型コロ
ナウイルスとの戦い、大きなインパクトをもたらすプ
ロジェクトへの取り組み、これはちょっと漠然として
いますが。あと、会員数を史上初めて130万人にしよ
うと、こういった課題を掲げています。最後に私たち
には奉仕し、みんなの人生を豊かにする力と魔法があ
りますというふうな言葉で、シェカール・メータＲＩ
会長エレクトは締めくくっております。以上が、シェ
カール・メータＲＩ会長エレクトの目標を説明させて
いただきました。あと、このあと志賀ガバナーエレク
トに皆様先程言いましたけど馴染めますように直接ビ
デオを見ていただいて、非常に温厚で直接私お会いし
ましたが素晴らしい方だと思いました。これから16分
くらいのビデオを見ていただきます。それでは典雄君、
よろしくお願いします。2530地区の地区運営方針と地
区活動目標を発表されます。よろしくお願いします。

～～ビデオ上映～～

３月 30 日・南湖神社境内内

植樹内容…かえで  40 本
　　　　　山桜　  40 本

創 立 35 周 年 記 念 事 業
～記念植樹～


