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『新たな奉仕に踏み出そう
� ロータリーの次の百年のために』

▶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

2021－22年度国際ロータリーテーマ

奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために

第1709回例会
令和４年４月28日（18：30～19：30）

○ソング

　◦奉仕の理想

○ビジター

　◦矢吹ＲＣ  会長  近藤均様、幹事  遠藤武士様、芳賀慎也様、箭内憲勝様、三村博隆様、矢内宏様

○スマイルBOX

　◦成井正之会員（矢吹RCの皆様ようこそ、久しぶりの観桜会です。今夜は楽しんで下さい。昨日42回目の結
婚記念日でしたが、今日ケーキが届きました。妻から出かけに、「早く帰って来てね」と念押しされました。
二次会欠席ごめんなさい。）

　◦吉野敬之会員（おつりが無いそうなので、とりあえずスマイルしなさいと安部先生に言われたので、スマイ
ルします。）

　◦永野文雄会員（コロナの為に久しぶりの観桜会企画、親睦委員会の皆様ご苦労様です。矢吹クラブの皆様、
ようこそ。）

　◦金田昇会員（今年の観桜会はとてもすばらしい演
出ですね。親睦委員会のみなさま、ありがとうござ
います。）

　◦安部和夫会員（とりあえずスマイル。）

A  出席免除を受けていない正会員数 ５１名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６５名

C  Ⓐの出席者数 ２１名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ９名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ８名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３８名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５９
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６４．４％

第1709回例会出席状況� （R４年４月28日)



本日のプログラム

第1709回例会 令和４年４月28日（２）

■会長の時間 鈴木孝幸会長
　皆さん、こんばんは。本日もお忙しい
中、例会にご参加いただきまして大変あ
りがとうございます。本日は、毎年恒例
でありました矢吹ロータリクラブ様と合
同の観桜会でございます。毎年恒例と言

いましても、実は昨年、一昨年とコロナで2回開催するこ
とができませんで、実に3年ぶりの開催であります。3年前
は矢吹ロータリークラブさんが段取りをしていただきまし
て、矢吹のあゆり温泉のすぐ近くにございます屋内ゲート
ボール場で会を開催していただいたことを覚えております。
どうもありがとうございます。今回は、本当にこの3年ぶ
りの例会で開催できたことを嬉しく思っております。今日
は、一時矢吹クラブさんはちょっと出られないというお話
があって、寂しいななんて思っていたんですが、急遽一昨
日連絡がありまして、近藤会長をはじめとした6名の会員
の皆さんにご参加いただきまして、本当にありがとうござ
います。この観桜会はちょっと正確な年数はわからないん
ですが、確かもう35年くらい続いている観桜会。矢吹さん
と西クラブで続いている交流会であります。この火を是非
是非閉ざすことなく、これからも続けていきたいと思って
おります。本日は、久しぶりのお酒が出る懇親会でありま
すので、皆さん沢山飲んでいただいて楽しんでいっていた
だきたいと思います。我々も西クラブのメンバーにつきま
しては、つい先日ＩＭを開催いたしまして、そのＩＭの場
では懇親会アルコールがなかったという事から、今日のこ
の懇親会はＩＭの慰労も兼ねてしっかりと楽しんでいただ
きたいと思います。ＩＭには矢吹の皆さん、どうもありが
とうございました。それとちょっと話が変わるんですけど、
皆さんに一つ報告がございます。昨日、藤田青少年委員
長と諸橋直前財団委員長、そして須藤幹事とわたくしで白
河第二小学校に赴きまして、前から言ってました楽器の寄
贈の寄贈式を行ってまいりました。器楽部の方々がお出迎
えしてくれたんですけど、子供たちが多分50人以上いたん
でしょうね。凄い人数で迎えていただきまして、本当にあ
りがたく感じました。諸橋財団委員長の娘さんが器楽部に
所属しておりまして、そういった理由で官製談合というか、
そういった感じの寄贈なのかなという噂がちらりほらり
他から聞こえてきたんですけども。昨年は、ちゃんと別な
白一小のほうに楽器を寄贈してますという事をお話をして、
諸橋さんは身の潔白をこの場で証明いたしますので。そ
ういった形で、非常に子供たち喜んでいただけました。そ
ういったことを、皆様にこの場でご報告したいと思います。
余談でありますけども、楽器を3台、ホルンですね。この

くらいのグルンと丸まったこんなに大きいラッパが付いて
るホルンという楽器があるんですけど、それを3台修理を
しまして、あと1台新品で贈ったんですけど。昨日の現場
で気付いたというか教えてもらったんですけど、なんと楽
器を直したのは楽器屋さんじゃないんです。諸橋さんが直
したんです。特殊な機械を使って、頭に丸い鉄の玉が何サ
イズもあるやつを管の中に入れて、管がへこむよう内側か
ら叩き出すというか、そういったことをやって3台のホル
ンを直したそうです。本当に素晴らしいなと。多分、白二
小の器楽部からはもう神様扱いされて、娘さんが卒業した
後も一生ロータリアンの鏡として、そういった奉仕作業を
続けてくれることを期待をしております。またまた余談な
んですけども、実はわたくし白河二小の設計をさせていた
だきました。その事をその50人の子供たちの前で、「この
白二小、好きですか。」「好きです。」みたいな話が帰っ
てきて、実はこの学校を設計したのは私ですとか言ったら、
やっぱりおおーっと言って盛り上がってくれて、ちょっと
自慢したんですけど、そういった話がありました。非常に
喜んでもらいました。それでは、飲む前にだらだらとこれ
以上お話するのも粋じゃないので、今日の会長の時間はこ
れで終わりたいと思います。今日はよろしくお願いします。

■幹事報告 須藤正樹幹事
◦ガバナー 志賀利彦、ガバナーエレクト 佐藤正道、地区

次期研修リーダー 石黒秀司：2022-23年度「地区事務
所・協議会」開催について

◦ガバナー 志賀利彦、ガバナーエレクト 佐藤正道、地区
次期研修リーダー 石黒秀司：2022-23年度「地区事務
所・協議会」オンライン開催について

◦白河ユネスコ協会 会長 小野利廣：令和4年度白河ユネ
スコ協会総会の開催について（通知）

◦ガバナー事務所 事務局 岡山直緒美：ガバナー事務所、
地区事務所、GW休暇のお知らせ

◦地区事務所：2021-22年度地区補助金配布一覧について
◦地区事務所：地区協議会公共イメージ・IT分化会事前

アンケート配布のお願い
◦白河赤十字奉仕団 委員長 安澤荘一：令和4年度白河赤

十字奉仕団総会の開催について
◦白河赤十字奉仕団 委員長 安澤荘一：令和4年度白河赤

十字奉仕団連絡協議会総会の開催について



第1709回例会 令和４年４月28日（３）

■お客様のご紹介
◦矢吹ロータリークラブ 会長　近藤均様

　皆さん、こんばんは。白河西ロータ
リークラブと矢吹ロータリークラブ。先
程、鈴木会長のほうからお話のあったと
おり、もう30数年前から継続してるみた
いなので。私もこの矢吹ロータリーに

入って20年ちょいなんですが、もう入った時から、毎年の
ように矢吹と白河交代という形でこの観桜会をやってたん
ですが。本当に一年に一度づつ交代交代でやっていたの
が、本当に楽しいというか和気あいあいとなれる。同じ
ロータリーでも、矢吹はどうしても人数が少ない。西さん
の場合は会員数が多いもんですから、いろんな人たちと
巡り会って、飲みながらいろんなことを学んだりしてきま
したけども。それがコロナ感染ができて2年間この観桜会
が出来なかったことに対して、寂しいなというのと同時に
私もちょっと持病がありまして、感染したらもう一発であ
の世さ行っちゃうという体なものですから、なるべく公の
所には出ないようにしてたんですけども。ここのとこある
程度収まってきたのと、わたくし自身も3回目のワクチン
接種ですか、それをやったからもう大丈夫かなと思って今
回はお世話になって来ましたけども。やっぱり、いいです
ね。皆さんとこうやって会って、お酒飲めるというのは。
やっぱり、この親睦というのはやっぱりアルコールが入ら
ないとね、親睦ならないんですね。私ももともと酒好きな
ものですから、やはりこの酒の飲んでる環境が好きなもの
ですから、今日はおかげさまで体調のほうも良くなった
し、久しぶりに参加したいと。でも、やっぱり心配があっ
たんですけども、体調のほうちょっと良くなったものです
から、今日は楽しみで6名かな。参加させていただきまし
た。なんて言いますかね。今まで、この2年間というのは
ほとんど宴席っていう宴席ないんですね。宴会もないし、
いろいろな飲み屋さんも行ってないと。なんでこんな時代
になっちゃったのかなという気があったんですが。でも、
やはり感染した場合、皆さんに迷惑かける。周りにも迷惑
かけるということで、それが出来なかったのかなと思った
んですが。ここに来て、やはりここにおられる皆さんも3
回目の接種終わって一段落したんじゃないかと思います。
政府のほうでは65歳以上の方、今度は4回目のワクチン接
種をする計画してるみたいなんですけども、そうなればだ
んだんと、風邪を引いたみたいな感覚になってくるんじゃ
ないかなというふうに思ってます。早くそういう時期に
なってもらえれば、また安心してこういうの飲み会もやり
たいと。来年は今度、矢吹の番になるので、その時はまた
計画したいと思いますので、その時は皆様のご協力よろし
くお願いします。今日は本当にお呼びいただきまして、あ
りがとうございました。

◦矢吹ロータリークラブ 箭内憲勝様
　泉崎の村長をしております箭内憲勝と
申します。まだまだ、入れていただいて
ほやほやの新人でございます。何もわか
らない状態でございますけども、皆様と
一緒にさせていただきたいと考えており

まして、ご指導の程よろしくお願いいたします。

◦矢吹ロータリークラブ 三村博隆様
　改めまして、皆さんこんばんは。本日
はよろしくお願いします。私は矢吹町出
身の三村博隆と申します。家業は農産直
売所などを手伝ってはいるんですけれど
も、それ以外にも県の議員もさせていた

だいております。皆さんのいろんなお話今日は聞いて、楽
しくやらせていただけたらと思いますので、よろしくお願
いします。

◦矢吹ロータリークラブ 芳賀慎也様
　改めまして、皆さんこんばんは。私、
矢吹町の町議会議員をやらさせていただ
いております。一応、最年少ということ
で今、44歳になりました。ロータリーも7
月頃から入らさせていただいて、皆さん

にいろいろ教えていただくことありますので、ひとつ今日
はお世話になります。よろしくお願いいたします。

◦矢吹ロータリークラブ 矢内宏様
　皆さん、こんばんは。役職は今、持っ
ておりませんが、諸先輩方いっぱい、西
クラブ知り合いの方もいっぱいおりまし
て、本当に楽しい思いをできるような会
であったと思います。ただ、ロータリー

クラブに入って6年7年になるんですが、未だに何もわから
ない新人で、ただついて歩いてるような立場でございます
が、いろいろロータリーを楽しんでいければと思っており
ますので、よろしくお願いしたいと思います。

◦矢吹ロータリークラブ 幹事　遠藤武士様
　こんな所でやるのは、私初めてです。
去年一年間、お世話になりました。あり
がとうございました。皆さんとはちょい
ちょい、一か月に1回くらいお邪魔してる
ような感じなもんですから挨拶はこのく

らいで。今日は、楽しみに来ました。よろしくお願いしま
す。



第1709回例会 令和４年４月28日（４）

◦親睦委員会 藤田和克副委員長
　それでは、改めましてこんばんは。本
日は多くの皆様にご出席いただき、誠に
ありがとうございます。ただ今より、白
河西ロータリークラブ、矢吹ロータリー
クラブ合同の観桜会を開催させていただ

きたいと思います。本日、前半の司会のほうを務めさせて
いただきます親睦委員会の藤田和克と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。まず初めに、観桜会本年度担
当クラブの白河西ロータリークラブの鈴木孝幸会長よりご
挨拶のほうさせていただきたいと思いますので、鈴木会長、
よろしくお願いいたします。

◦会長挨拶 鈴木孝幸会長
　改めまして、皆さんこんばんは。しば
らくぶりの、3年ぶりの観桜会でございま
す。しばらくぶりのこういった大きい宴
席でのお酒だと思います。今日はしっか
り飲んで、喋る時はマスクをして楽しん

でいっていただきたいと思います。話は先程させていた
だきましたので、これでよろしくお願いします。今日は、
いっぱい飲んでください。

◦矢吹ロータリークラブ 近藤均会長
　今日は、3年ぶりですか。それの観桜会
ということで、楽しみというかね。先程
も言いましたけども、やはり皆さんの顔
を見ながら今日は楽しく飲んで帰りたい
と思います。最後までひとつよろしくお

願いします。

◦乾杯 吉野敬之直前会長
　当クラブでは、直前会長が乾杯のご発
声をとらせていただくということでござ
いますので、僭越ではございますがわた
くし如きが乾杯のご発声をさせていただ
くということになります。よろしくお願

いいたします。先程来お話ありましたとおり、本当に3年
ぶりに矢吹の皆様方とこういった形で観桜会が開けること、
非常に感動しております。更には今年一年間、鈴木年度、
わたくしの年度もそうですが、本当に皆様方とこうやって
酒を酌み交わしたり、飲食を伴うというような懇親会等が、
やはりコロナの影響で本当にできませんでした。先日のＩ
Ｍのほうもですね、アルコールはなしということでやらせ
ていただいたというのも、やはりそういったコロナの影響
でございます。今日は、久しぶりにこういう形で皆様方と
懇親を深められるということで、非常にわくわくとしてお
ります。早速でございますが、皆様方のそういった思いを
この時間で消化させていただくべく、矢吹クラブ様、白河
西ロータリークラブの益々の発展と、今日ご参加いただ
きました皆様方のご多幸、ご健勝をお祈り申し上げまして、
乾杯させていただきたいと思います。声高らかにご唱和お
願いいたします。乾杯。

白河西ロータリークラブ・矢吹ロータリークラブ

合 同 観 桜 会
■本日のプログラム



第1709回例会 令和４年４月28日（５）

◦吉田充ＩＭ実行委員長
　矢吹ロータリークラブの皆さんとこう
やって飲めるのは、本当3年ぶりという
ことでございまして、近藤会長、本当に
2回目の会長ご苦労様でございます。1回
目の会長の時は、私も同じ会長で、あっ

3回目ですか。ご苦労様でございます。ＩＭとはちょっと
離れますけども、前回、矢吹ロータリークラブさんの観桜
会にお招きいただいた時に、橋本秀也さんがおいででバー
ベキューをやった記憶がございます。あの時元気はあった
んですけど、病気はもうあった時期だったんですかね。本
当に3年ってあっという間だなというふうに思いますけど
も、秀也さんが亡くなってもう3年経つのかなというふう
な部分ではございます。そんな中ではありますが、こう
やって人と人がこう対面で、お酒を飲みながら懇親を深め
る場というのは大切だなというふうに思います。ＩＭの時
も、本来はこういった形で懇親会を出来れば良かったので
しょうが、まだあの時はそういった部分でいうと、まだコ
ロナでちょっと出来ない状態でありました。今回も本当は
出来るのかどうか、ちょっとこの状況の中でね、会長算段
ではあったと思うんですが。そんな中でも、私達西ロータ
リークラブ会員一同、おいでいただく方に満足していただ
けるように、実行委員長として皆さんにお世話になりなが
らやらさせていただいたということでございます。いろい
ろコロナ禍で大変ではありましたが、なんとか無事に催す
ことができてありがたいなというふうに思います。いろい
ろこう話すと、細かいところまで話さなくちゃならなくな
るので、時間もこの後まだ話す方がいるということなので、
ちょっとお礼だけというふうなことで、矢吹ロータリーの
皆さん、ＩＭではいろいろお世話になり、今日はまた観桜
会でお世話になりました。ありがとうございます。

◦吉野敬之事務局長
　なんか、事務局長の私までご挨拶しろ
ということだったんですけども。とりあ
えず、皆様方にＩＭの後、ちょっと個人
的に多忙な時期が続きまして、皆様方に
御礼を申し上げる機会ございませんでし

たので、この場で改めまして皆様に御礼申し上げます。Ｉ
Ｍの際は準備期間、半年間程前から皆様方には本当にお願
い事ばかりで、多少きついこともお話したかと思いますけ
ども、これ全部私のせいじゃなくて、うちの充がああいう
ふうに言えと。充というのは、さっき言った実行委員長な
んですけど。実行委員長がきつく言えと、僕はこういう優
しい人間なんで、いや、そこまで言ったら失礼じゃないで
すかと、言わなきゃわかんないんだと言うので、すみませ
ん。もし、お耳障りな言葉がありましたら、それは全部う
ちの吉田充のせいでございますので。それだけ覚えておい
ていただいて、ご容赦いただければというふうに思います。
当日、皆様方の働きを見てまして、本当に素晴らしいなと
感動いたしました。皆様方に私たちがどんな形でやろう
とか、こんな形でやろうと言ってる事が正直どれぐらい伝
わっているのかなとか、そういう事はやっぱり手ごたえと
いうのはなかなかないもので、若干不安だなと思う部分も
あったんですけども、実際に当日、皆様方の行動を見てお
りますと、全ての方達が与えられた部署で責任感を持って
しっかりと行動していただいたあの姿はやっぱり凄いなと。
まあ、自画自賛ではございますけども、うちのクラブの素
晴らしさというのを再認識いたしましたし、うちの充も感
動で涙を流しておりました。唯一、私がどうしても理解が
出来なかったのは、確かメンバー用には「たさぶろう」の
おにぎりをご用意したんですけれども、何故か私ちょっと
用事がありましてパソコンを取りに駐車場に行きましたら、
駐車場の片隅で安部先生がおにぎりを持って車の中で食べ
てたんですね。なんで安部ちゃんはここにいるんだろうっ
て。もしかして、道わかんなくなったのかなと思いながら、
声をかけようと思ったんですけど、一心不乱におにぎりを
食べてる姿を見て、いや、ちょっとこれ声をかけちゃいけ
ないなと思いながらそっと後にしました。更に、もう一度
パソコンを置きに行ったら、まだ安倍ちゃんおにぎり食べ
てまして、安倍ちゃんおにぎり幾つ持って行ったんだろう
というふうに思ったことだけが、今回のＩＭで唯一私が理
解できない不思議な点ではございました。本当に、半年間
に渡り、もちろんＩＭの総責任者であります金田ガバナー
補佐を始めとしまして、副実行委員長の居川さん、中目さ
んのご指導のもと、実行委員長の素晴らしい統率力を持っ
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てＩＭが無事に終わりましたので、わたくしなんぞは何
の力も発揮してはおりませんが、皆様方の最後、写真撮影
の際の、にこやかな朗らかな笑顔を見て、本当に開催して
良かったなというふうに思っております。本当にここでは、
お礼だけを述べさせていただこうと思っておりました。本
当にありがとうございました。お世話になりました。

◦県南分区ガバナー補佐 金田昇様
　皆さん、こんばんは。遠藤さん、よう
こそおいでくださいました。ありがとう
ございました。遠藤パストガバナー補佐
を継いで次の年をやれという事で、いろ
いろ前年度は勉強させていただいて、そ

のおかげで一年間、まだ終わっていないですけど過ごすこ
とができました。ありがとうございました。ＩＭの事とい
うことなので、ちょっと感想なんですけれども、今、実行
委員長とか吉野事務局長がお話したとおり、素晴らしいＩ
Ｍというか華やかな感じで良くできたなというふうに思っ
ています。こういう事業を通して思ったことなんですけ
ども、事業が組織を育ててくんだなというのを感じまし
た。こういう事をこう経験していくことによって、組織の
中でいろんな一人一人の能力が発揮されたり、またいろん
な適材適所を見分けることができたりとかいうことで、事
業とかこういうものを通して組織が育ってくんだなと同時
に、組織がどんどんいろんな事を勉強して育ってった時に、
こういうことを組織力を発揮できるチャンスを、きちっと
その場を与えるというか、準備するというのも大切なこと
だなということを今回感じました。そういう意味では、西
ロータリークラブの歴史とか、皆さんがこうやってきたこ
と。それから、親睦も含めて非常にコミュニケーションが
取れてること、こういうことがＩＭにこう現れたのかなと
いうふうに思ってます。と同時に、これからまたクラブが
育ってく上において、周年事業だったり、いろんなボラン
ティア活動だったり、いろんな事があると思います。事業
をしっかりやりながら、組織を育てていければというふう
に思っております。これから、まだ私のロータリー人生続
くと思うんですけども、皆さんと共にこういう事業を通し
ながら、素晴らしいロータリーライフが送れればというふ

うに思います。その一つとして、今回のＩＭが具体的に具
現化されたのかなというふうに思ってます。そういう意味
では、皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。

◦佐藤幸彦会員
　ＩＭのゴルフ大会において、準優勝、
並びに西ロータリーで優勝させていただ
きました佐藤でございます。当日、85を
叩いてしまったんですが。言い訳をさせ
ていただきます。まぐれと運と実力が出

ました。まぐれが3つ出ました。まぐれが、バーディー3
つ。バーディー、バーディーで、一つのバーディーはロ
ングでスリーオンのＯＫバーディー。まぐれが出ました。
周りがＯＫだと。ピンそば20センチだったのでＯＫバー
ディー。次に、運が出ました。運が、パーが6個。これ
は運とつきが出ましたですね。続きまして、実力が出ま
した。実力が、8とかＯＢとか7とか、いっぱい出ました。
合計85で、今日、青木大会員いらっしゃいませんけども、
同じ42、43の85で、まあそんなもんかなと思うんですけ
ども。能ある鷹は爪を隠すと言います。でも、時々出さ
ないと退化してしまいますので、西ロータリーのコンペ
では爪を隠しながら。合同の公のコンペでは爪をちょっ
と出しながら、西ロータリーのために頑張りました。皆
さん、そんなにしーんとしないでください。ということ
で、優勝者挨拶をさせていただきました。村長、言って
は駄目ですか。ＯＫ、いいですか。私はこの話をした
かったのではなくて、白河西ロータリークラブにライ
ダーズクラブというものがございます。村長、言ってい
いですか。駄目。ちょっとだけ。村長もライダーズでご
ざいました。ちなみに、言って駄目だと言われてて、こ
こだけの話にしてください。ここだけの話。言っちゃっ
ていいのかな、怒られるかな。村長もハーレーを持って
ます。今度、西ロータリークラブのライダーズと一緒に
走っていただくことを約束しましたので。村長は言っ
ちゃ駄目だと言うんですけども、皆さん聞かなかったこ
とにしていただいて、私の挨拶にします。ありがとうご
ざいました。


