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『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

○ソング　◦奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（メンバーの皆様一年間大変お世話になりまして誠に有難うございました。頼りない会長でしたが、堀田幹事を

はじめメンバーの皆様に支えられて、このコロナ禍にも関わらず何とか一年間努める事が出来ました。来年度はゆっくり休みま
す…冗談です。来年も頑張ります。）

　◦堀田一彦幹事（一年間ありがとうございました。）
　◦成井正之会員（吉野会長、堀田幹事様、コロナ感染症の中、新たな例会開催方法を見い出し、運営された功績はすばらしいも

のです。一年間、大変ご苦労様でした。）
　◦佐藤幸彦会員（吉野会長、１年間ご苦労様でした。又、奥様もお疲れ様でした。堀田幹事、ナイス幹事でした。）
　◦藤田龍文会員（吉野・堀田年度ありがとうございました。鈴木・須藤年度、金田ガバナー補佐、いよいよ舟出ですね！）
　◦居川孝男会員（吉野会長・堀田幹事一年間ご苦労様でした。今週は中村先生講演会、深谷ノースRC来白、そして大信中学校で

の職業についての卓話と、最後にRCづくしでした。）
　◦中目公英会員（吉野会長、堀田幹事、一年間ご苦労様でした。創立35周年の節目の年の大役もあり、居川実行委員長を始めと

した実行委員の皆様にも感謝致します。）
　◦矢田部錦四郎会員（吉野会長、堀田幹事、35周年実行委員会、そして会員のみなさんご苦労さまでした。）
　◦片倉義文会員（久しぶりの例会出席です。これからも宜しくお願い致します。）
　◦仁平喜代治会員（吉野会長、堀田幹事、一年間ご苦労様でした。）
　◦前原俊治会員（吉野会長、堀田幹事、大変な一年間ご苦労さまでした。会長終わったからといって、あまりハメをはずさない様に。）
　◦鈴木典雄会員（吉野会長、堀田幹事、一年間お疲れ様でした。）
　◦関谷亮一会員（吉野会長、堀田幹事、一年間御苦労様でした。大変お世話になりました。ありがとうございます。石川格子様

入会おめでとうございます。）
　◦山口治会員（吉野会長、堀田幹事、一年間大変ご苦労様でした。次年度は少しゆっくりして下さい。）
　◦運天直人会員（吉野会長、堀田幹事、一年間本当にお疲れ様でした。私もおかげ様で無事SAAを一年勤める事が出来ました。

来年も頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。）
　◦安部和夫会員（吉野会長・堀田幹事、長ーい一年間御苦労様

でした。）
　◦宮本多可夫会員（吉野会長・堀田幹事、１年間本当に御苦労

さまでした。）
　◦永野文雄会員（吉野会長・堀田幹事さん、一年間お疲れ様でした。）
　◦鳴島三夫会員（吉野会長、堀田幹事、１年間ご苦労様でした。

本日は、ゆっくりお酒を召し上がってください。）
　◦金田昇会員（石川さん入会おめでとうございます。吉野会長・

堀田幹事、すばらしい１年間の活動でした。おつかれ様でした。）
　◦大竹憂子会員（吉野会長・堀田幹事、お疲れ様でした。）
　◦村上堅二会員（吉野会長・堀田幹事、本当にお疲れ様でした。）
　◦大住由香里会員（会長、幹事、おつかれ様でした。私を成長

させて下さったこと感謝しています。）
　◦佐川京子会員（吉野会長・堀田幹事、一年間お疲れ様でした。

吉野会長の明るさでコロナ禍でも、元気な西クラブであったと
思います。ありがとうございました。）

　◦吉田充会員（20日の創立35周年記念事業に参加いただいた会員
の皆様ありがとうございました。23日職業講話に参加いただい
た居川さん、阿部さん、大住さん、鶴丸さん、本当にお世話に
なりました。吉野会長・堀田幹事、一年間ご苦労様でした。）

　◦鈴木孝幸会員（吉野会長・堀田幹事、一年間御苦労様でした。
無事周年事業もミャンマーを残し終了し、ほっとしていると思い
ます。ミャンマーは次年度引き継ぎますので安心して下さい。）

　◦池田浩章会員（吉野会長・堀田幹事、コロナ禍の中一年間お
疲れ様でした。ゆっくり休んで下さい。）

第1671回例会
令和３年６月24日（18：30～19：30）

A 出席免除を受けていない正会員数 ５０名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６４名

C  Ⓐの出席者数 ３５名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ４名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １２名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ５１名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６２
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ８２．２％

第1671回例会出席状況� （R３年６月24日)



第1671回例会 令和３年６月24日

■会長の時間 吉野敬之会長
　皆様、改めましてこんばんは。本日
は足元のお悪い中、こんなに大勢の皆
さんが参加していただきまして今日の
最終例会ができるということは、わた
くしにとりましても非常に喜ばしいこ

とでございます。本日は、ご参加いただきましてあり
がとうございました。お足元が悪い中っていう言葉よ
く使いますけど、本当に今日は先程凄い豪雨で被害の
遭った方はいらっしゃらなかったでしょうか。まさに、
この最終例会の日にこの豪雨というようなことで、ま
さに今年一年コロナの中で運営してきた今年の西クラ
ブの運営というようなところと重なって、そういう一
年だったかななんていうふうに思ったのですが、皆様
もご存じのように6時頃、こちらに向かう頃には雨も
上がりまして晴天となっておりました。これも西クラ
ブの一年と同じで、最後良ければすべて良しというこ
とで、今日に向かって皆様の努力で有終の美を飾れる
ような状況になっているというふうな思いで、今日こ
ちらの会場に伺わせていただきました。通常、この最
終の例会を迎える頃にはすべての事業が終了いたしま
して、ゆっくりとここでくつろいで皆さんと懇談がで
きるというような例年でございますが、今年はいろん
なやっぱりコロナの絡みで後ろ倒しになりまして、皆
さんもご存じのように先週の日曜日に、中村文昭先生
の講演会と清掃奉仕活動ということで80名ほどの方々
に参加していただいて無事、清掃活動と中村文昭先生
の講演会が終了いたしました。担当していただいた吉
田委員長、大変ありがとうございました。さらに水曜
日、吉田委員長におかれましてはまた職業講話という
ことで、居川先生、大住さん、鶴ちゃん、阿部さん
と4名の方が大信中のほうで職業講話をおこなってい
ただいたというふうなことで、誠にありがとうござい
ます。さらには、火曜日は深谷ノースロータリークラ
ブのほうから南湖神社に対してのご寄付ということ
で、地震で倒壊した部分に関しまして浄財を集めてい

ただいたものを届けに来ていただいたのと併せて無
事、締結式というものをやりまして、前回30周年の際
は白河で行ったんですが、今回35周年の時には本来28
日に深谷ノースロータリークラブで25周年を祝うとい
うことでお伺いするはずでございましたが、そちらの
式典のほうは中止ということになったので、先日火曜
日に来ていただいた際に、無事白河で南湖神社の神殿
をお借りして調印式をさせていただきました。後程回
覧しますので、皆さんもご覧になってください。とい
うわけで、非常に目まぐるしい一週間といいますか数
日間でございましたが、実はまだ今週の土曜日に通常
4月5月に終わっております新旧会長幹事会というもの
が矢吹で開催されます。多分、それで全部終わると思
うんですけれども、例年に比べると本当に後ろ倒し後
ろ倒しということで、なかなか最後は見えないという
ふうな感じではございましたが、ある意味そういう中
で一年間やらせていただいたというのは、非常に貴重
な体験ではなかったかなというふうに思っております
し、振り返るとやはりやりがいのあった一年だったか
なと思っております。それもこれも、ここに集まって
いらっしゃるメンバーの皆様方に支えられて成しえた
事かなと思っております。改めまして心より感謝を申
し上げます。ありがとうございました。今日は、その
皆様の感謝の意をこの後の会長幹事慰労会のところで、
沢山お酒をつぎに回って感謝の意を伝えたいと思いま
すので。特に、そちらの右端の奥のグループの方達。
よく見た顔でございますので、見た分だけいっぱいお
酒つがせていただきますので楽しみにしていてくださ
い。今日は本当に楽しみにしております。最後までよ
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：地区あゆみ購入代

金について
◦ガバナー 石黒秀司、ガバナーエレ

クト 志賀利彦、社会・国際奉仕委
員長 渡辺浩子：コロナ感染拡大に

よるスリランカ学友会へのご協力のお願い
◦国際ロータリー第2530地区 ガバナーエレクト 志賀

利彦、次期地区研修リーダー 志賀裕：2021-22年度
「クラブ研修リーダーセミナー」開催について（招
集）

◦白河ユネスコ協会 会長 小野利廣：「平和の鐘を鳴
らそう！」運動への参加について（依頼）

◦国際ロータリー第2530地区 ガバナー 石黒秀司、
ガバナーエレクト 志賀利彦：ロータリーリーダー
シップ研修会（RLI）第3期パートⅢ開催のご案内

◦福島県特別支援教育振興会 県南支部長 小河原健

（２）

本日のプログラム



第1671回例会 令和３年６月24日（３）

一：令和3年度福島県特別支援教育振興会県南支部
総会の書面開催について（通知）

◦ガバナー事務所：RI2530地区2020-21年度中学生イ
ンターンシップ事業DVD配布のお知らせ

◦国際ロータリー第2530地区 ガバナーエレクト 志賀
利彦、次期地区幹事 蛭田修二：「2021-22年度地区
名簿」「委任状・委嘱状」送付について

■委員会報告
◦35周年実行委員会 居川孝男委員長

　35周年実行委員長より、御礼とご挨拶
をさせていただきます。本年度、35周年
にあたりコロナウイルスの中、皆さんの
ご協力を賜り無事全事業が終了できまし
た。ここで改めて御礼申し上げます。

なお、皆さんのお手元に渡部さんの絶大なるご協力によ
ります35周年記念誌が無事完成も、これも年度内に完成
ということで、勝也さん、どうもありがとうございまし
た。二点目、35周年の一環で中村先生を講師に招いて中
学生達と清掃活動という事業を吉田担当委員長にお願い
してやっていただきました。それで、中学生からお礼の
作文が沢山届いていますので、ちょっとお時間いただい
て一つ読まさせていただきます。

　先日は、白河市内清掃活動及び中村文昭先生の講演
会に参加させていただき、本当にありがとうございま
した。僕は白河市内の清掃をしていて気付きました。
まさか、自分が生活をしている場所でタバコの吸い殻
やペットボトルなどを捨てる人がいるとは思いません
でした。ごみ拾いをしながら、何故大人は子供の見本
とならないといけないのに何故捨てるのかと思いまし
た。なので、自分が大人になった時に自分からごみを
拾いよせる大人になりたいです。そして、中村先生の
講演会では本当に中村先生の話には共感するとこで、
自分もこうしてみたいと思うところが沢山ありまし
た。例えば、頼まれ事は試され事という言葉を感動す
るほど良い言葉だと思いました。自分ももし、母や父
に頼まれ事をされたら頼んだ人が思った以上にやって
やろうと思いました。そして、他人を喜ばすというの
もやってみたいと思います。僕は中村先生の話を聞く
ことができて本当に幸せ者だと思います。自分はこれ
から中村先生の考えを持ちながら生活をしていきたい
と思います。もし、中村先生とまたお会いする機会が
あれば、またお話を聞ければ嬉しいです。

　というような感想文をいただいて、沢山このよう
な内容でいただいておりますので、ちょっとご協力
いただいて製本させていただいて、また皆さんにもお
配りすると共に、学校のほうにも還元してしていきた

いと思います。最後になります。実行委員会、最終決
算まだ終わっておりません。ただ、先日のごみ拾いの
時もロータリージャンパーをというお話が出たと思う
んですけど、着てきてくださいと。実は、もうロータ
リージャンパー持っている方は以降作ってないもので
すから、十数名の方がジャンパーを持っていないとい
うのが現状でございまして。ジャンパーもいいんです
けど、ちょっとしたこれから野球大会とか青少年のＣ
ＫＢの時にちょっと下に着れるもので、このようなポ
ロシャツを作りたいと実行委員会では思っています。
実行委員会を開いて議事にかけてというと、今年度中
の執行が非常に難しくなりますので、今年度いろんな
コロナの関係で多少皆さん方の活動の資金が周年でい
ただいてる部分が多少余りますので、無料で全員メン
バー分を作りたいと思うんですけど、理事会ではござ
いませんが全員協議会ということで、ポロシャツを作
ることに反対の方。ありがとうございます。全員賛成
ということで、今年度ロータリーのポロシャツを作ら
させていただくということでご協力ありがとうござい
ます。これにつきましては、後程皆さん方のサイズで
すか、ＳＭＬ等を確認して発注のほうにさせていただ
きます。本当に最後の最後になってしまいましたけど
も、無事ロータリー35周年の記念事業及びこのポロ
シャツも含めて無事終わることができましたことに、
心より感謝を申し上げまして35周年実行委員長のご挨
拶とさせていただきます。

■新入会員バッチ授与式

◦石川格子会員
　改めまして、皆さんこんばんは。も
う何度も出席させていただいているん
ですけれども、最初にお話しする機会
をいただいて呼んでいただいてからも
う5回くらい出席させていただいてい

ると思います。いつもお世話になっている方々が本当
に多いので、安心して活動に参加できるなと思ってい
ます。これからいろいろ吸収して貢献していきたいな
と思いますので、是非よろしくお願いします。今日は
ありがとうございました。
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■本日のプログラム

◦会長挨拶 吉野敬之会長
　これが多分、会長での最後のご挨拶になるのかなと
思います。先程お話させていただいたのでさほどない
んですが、まずもって今日、会長幹事慰労会のほう設
営していただきました親睦委員会の皆様、大変ありが
とうございます。コロナの緊急事態宣言や蔓防がいつ
解除になるんだ等々、どの辺まで誘っていいんだろう、
どんな規模でやればいいんだろうなど、大変苦慮され
た中で今日を準備していただきました。本当、それ以
外にも一年間大変お世話になりまして、改めまして御
礼申し上げます。今日は、皆様方と先程もお話しまし
たけど、これで無事到着したのかなと。若干、明後日
等まだ残っておりますが、まあそれはそれとして今日
は無事到着したということで、へべれけになってまた
家のソファで嫁さんに叱られながらベットに連れてか
れるというふうなくらいまで飲みたいと思いますので、
お付き合いの程よろしくお願いします。

◦幹事挨拶 堀田一彦幹事
　一年間無事に終わることができるのも皆様のご協力
のおかげだと思っております。一年間、本当にありが
とうございました。

■吉野会長・堀田幹事へ記念品の贈呈

（４）

◦鈴木孝幸会長エレクト
　吉野会長、一年間大変お世話になりました。しか
も、このコロナ禍の中、非常に素晴らしい機動力と切
り替えを発揮し、しかも、話も毎回感心するほど楽し
い。皆さんこれも吉野さんが西ロータリークラブ一の
漫談師じゃないかと皆さん思っております。本当に楽
しく一年間引っ張ってきてくれてありがとうございま
した。これは記念品ということで、これはパターなん
ですね。これでまたバーディ連発させていただく事を
希望して贈呈したいと思います。同じく、素晴らしい
吉野会長を一年間フォローして裏方として、逆に我々
の次年度も大変お世話になりました。本当に一年間、
どうもありがとうございました。

■事務局の吉田様へ花束の贈呈
◦吉野敬之会長
　皆さんご存じのよ
うに、吉田さんは今
年から専従というこ
とでお願いいたしま
した。いろいろわか
らないことが多い
中、大変お世話にな
りました。ありがと
うございました。来年度以降も今年の経験を糧にしま
して、また更にステップアップしていただければと思
います。本当に一年間、ありがとうございました。

◦事務局 吉田三津子様
　皆さん、こんばんは。事務局一年生
の吉田です。もうロータリーのことま
るっきりわからない私でしたが、皆さ
んが暖かく迎えてくださり、いろいろ
教えてくださったことに感謝していま

す。特に、吉野会長、堀田幹事には本当にいろいろと
お世話になりました。わからない事ばかりの私だっ
たので、ご迷惑も多々おかけして申し訳なく思ってい
ます。事務局を担当させていただいて、白河市の発展
のために一生懸命取り組んでくださってます事業所の
トップの皆さんと少しでも関わりが持ててすごく嬉し
く、更にロータリアンとして皆さんが真剣に、そして
奉仕の心で取り組んでいる姿を間近に見させていただ
き、とても勉強になりました。まだまだわからないこ
とが沢山ありますが、事務局二年目も頑張っていきた
いと思いますので、皆さんご指導の程よろしくお願い
いたします。

会長幹事慰労会会長幹事慰労会
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■吉野会長から堀田幹事へのプレゼント
◦吉野敬之会長
　先程いただいたの
が、こちらの稲見萌寧
が使っているトラス
トっていう三角形のパ
ターです。淋しいので
同じものを用意しまし
た。今日で会長幹事は
解消になりますので、
手切れ金だと思ってもらってください。ありがとうご
ざいました。

■新旧会長幹事　バッチ交換

■乾杯
◦中目公英直前会長

　皆様、ご準備はよろしいでしょう
か。今日、最終例会、例会場に来て親
睦委員から「中目さん、乾杯のご挨
拶。」と言われるまで全く忘れており
ました。吉野年度を思い出せば、直前

会長の一番の仕事は乾杯の発声だと言われているので
すけど、いつやったっけかなと今吉野会長の話を聞き
ながら一年間を振り返りまして、思い起こせば7月末
の納涼例会の時に乾杯の挨拶をして以来、今日が2回
目であります。本当にこんなに直前会長の役で楽をさ
せていただいた吉野会長にお礼を申し上げたいと思い
ます。ちょっと話が長くなりますので、どうぞグラス

だけ置いてください。いつも吉野会長の会長の時間、
本当に吉野さんて凄いなあといつも思っていました。
大体、会長はその会長の時間のために何を喋るか、起
承転結を頭の中で考えて、その話を起承転結がずれな
いように話をするだけで大概は手一杯なのにも関わら
ず、吉野さんは必ず会長の話をしている時、メンバー
というのは大概気が緩んでいるんです。会長だけが一
人喋ってれば緊張してればいいんですけど、その気が
緩んでる奴を必ず見つけ出して、こう「○○君。」っ
て喋って指すんですね。今日の被害者は増子君と永山
君でした。今日、この例会にいない安部和夫先生がい
れば必ず安部和夫先生を指すんですね。あっ、いた。
僕は今日、吉野さんがささないからもう安倍先生休み
だとばかり思ってました。もう本当に、この吉野さん
の話術にはいつもいつも驚かされます。また大概、会
長は幹事を誰にやってもらおうかと思って、三顧の礼
を尽くして幹事を探さないといけないにも関わらず、
堀田さんは自分から進んで幹事をやりたいと志願をな
さった。しかも、一年間その言葉に違わず陰で女房役
を徹せられる。本当にこの吉野会長、堀田幹事、一年
間素晴らしかったなと思っておりますし、吉野会長に
会長をやらせようと思った居川先生が実行委員長とし
て35周年をきっちりまとめられるのは、さすがはやっ
ぱり居川先生の実行委員長だなと思って、本当に一年
間ご苦労様でございました。最後に必ず言わなくちゃ
いけないと思っていたのは、このコロナ禍の中、他の
クラブはほとんどどこもやっていないハイブリット例
会をやりましょうと理事会で言ったらば、吉野さんは
ＩＴ委員長の鈴木典雄委員長のところを口説き落とし
て、もうその次の週からすぐにハイブリット例会を始
める。これに応える鈴木典雄ＩＴ委員長には、とりわ
け皆さん今年一年間感謝をしないといけないんじゃな
いかと思っておりまして、乾杯の前にそのことだけお
話させていただきました。典雄委員長、本当にご苦労
様でした。それでは、吉野年度一年間の有終の美を飾
るべく会長幹事の慰労会であります。みんな楽しく飲
みましょう。乾杯。
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深谷ノースRC・白河西RC姉妹クラブ更改協約調印式
６月22日（火） 南湖神社
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