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2022－23年度国際ロータリーテーマ

『想像しよう、未来のロータリー
� 創造しよう、これからのクラブ』

○ソング
　◦君が代、奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦高畠裕会長（本日は例会に出席を頂き有難うございます。出来は悪くても一生懸命務めさせて頂きますのでご協力をお願い致します。

改めて一年間よろしくお願い致します。）
　◦車田裕介幹事（本日は新年度最初の例会に出席頂き有難うございました。一年間、高畠会長と会員の皆様の下支えとなれる様頑張り

ます。ご指導の程よろしくお願い致します。）
　◦鈴木孝幸会員（高畠・車田丸、出航おめでとうございます。一年間、西クラブのクルーの一員として頑張りますのでよろしくお願い

致します。）
　◦須藤正樹会員（高畠・車田年度いよいよスタートですね。一年間頑張って楽しんで下さい。）
　◦運天直人会員（高畠会長、車田幹事、新年度スタートおめでとうございます。私も本年度新たにスマイルBOX委員会を仰せつかりま

したので一年間よろしくお願い致します。まずはスマイルさせて頂きます。）
　◦成井正之会員（金田昇パストガバナー補佐様、一年間大役ご苦労様でした。高畠会長、車田幹事、いよいよ本日から出帆です。ご指

導よろしくお願い致します。）
　◦成井正之会員（高畠年度（7月1日）から今、一番ワクワクしている大谷翔平選手のホームランを祈念して「大谷スマイル」を始めま

す。一号を打つ度に千円をスマイルします。今週は7月1日に18号でしたので千円でした。）
　◦沼田重一会員（新会長、新役員の皆様、就任おめでとうございます。私も微力ながら協力していきます。よろしくお願い致しま

す。）
　◦宮本多可夫会員（高畠会長・車田幹事、新しいスタートおめでとうございます。一年間大変でしょうが、よろしくお願いします。）
　◦片倉義文会員（新型コロナ感染拡大（第７波）が懸念されております。皆様お互い感染に注意しましょう。特に高年齢の皆様要注意

です。鈴木孝幸会長、須藤正樹幹事一年間ご苦労様でした。また高畠裕会長、車田幹事、今日からよろしくお願いします。）
　◦山口治会員（高畠・車田年度の船出を祝います。コロナが再ブレイクしない事を祈ります。）
　◦中目公英会員（高畠会長、車田幹事さんの船出を心よりお祝

い申し上げます。コロナ禍に負けず、豊かな事業を成し遂げら
れます様にお祈り致します。）

　◦青木大会員（高畠、車田年度がスタートをしました。初の
SAAという事で上手に出来るか分かりませんが、一年間精一
杯務めさせて頂きます。）

　◦石部辰雄会員（高畠、車田御両名様の出発を心からお喜び申
し上げます。至らないSAAで頑張りますのでよろしくお願い
します。）

　◦藤田龍文会員（新たな船出、おめでとうございます。健康な
体で、一年間プログラム頑張ります。）

　◦寺島由和会員（本日より大変お世話になります。よろしくお
願い致します。）

　◦吉田充会員（高畠会長・車田幹事の船出を祝して‼一年間よ
ろしくお願い致します。誕生祝い有難うございました。）

　◦藤田和克会員（お誕生日のお祝い有難うございました。）
　◦阿部克弘会員（高畠・車田年度が始まりましたが、ご期待申

し上げます。また誕生日プレゼント有難うございました。一年
間お世話になります。）

　◦遠藤敦会員（誕生祝い有難うございました。76歳を迎え健康
です。これからもよろしくお願い致します。）

　◦永野文雄会員（新年度のスタートです。高畠会長・車田幹事
さん、楽しい一年間にしましょう。頑張ります。）

　◦金田昇会員（高畠・車田年度の船出を祝して実りある一年に
なりますように。）

　◦居川孝男会員（高畠・車田年度のスタートをお祝い申し上げ
ます。頑張っていきましょう！）

　◦山田顕一郎会員、湊洋子会員、鳴島三夫会員、矢田部錦四郎
会員、仁平喜代治会員、鈴木典雄会員、富永章会員、堀田一彦
会員、村上堅二会員、池田浩章会員、前原俊治会員、佐藤清作
会員、櫻岡敏之会員、関谷亮一会員、安部和夫会員

　（高畠会長、車田幹事、一年よろしくお願い致します。）

第1718回例会
令和４年７月７日（12：30～13：30）

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 ３８名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 １４名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ５２名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６５
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ８０％

第1718回例会出席状況� （R４年７月７日)



本日のプログラム

第1718回例会 令和４年７月７日（２）

■会長の時間 高畠裕会長
　皆さん、こんにちは。いよいよ、
1718回、記念すべき例会がスタートし
ました。これまでにないほど緊張して
おります。一年間、こういった形で会
長を務めさせていただくということが、

いかに大変なのかということが今現在感じておるとこ
ろでございます。また、本日はこのように多くの皆様
に例会のほうに参加していただきまして、本当にあり
がとうございます。飽きられないような一年間、尽く
してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願
いします。まず冒頭に、皆様に一つお話したいことが
ありまして、まずは駐車場の件です。多分今、第一ホ
テルさんの駐車場のほうが狭いというかスペースが少
なくて、駐車場に皆さん困ってるんではないかという
ふうに思っております。こちら白河南ロータリークラ
ブさんのほうからもそういった意見が上がっておりま
すので、早急に駐車場広くするということは難しいん
でしょうけど、お金を払ってそれを証明書いただいて
車にまた戻って置いてというふうな、手間を省けるよ
うな方法を何とかクラブのほうで理事の皆さんと相談
した上、南クラブさんと共に駐車場の件について早急
に対処したいと思いますので、もうしばらくの間だけ
ご勘弁をいただければと思います。それでは、会長の
時間ということで、こうやって私会長として第37代に
なるんだと思うんですが、吉野パスト会長より約3年
ぐらい前に、会長の話をいただきました。その際、私
よりも先に会長される方というのは沢山候補者はい
らっしゃるんですが、皆さんそれぞれ仕事の関係で
あったり、様々な事情があって受けられないというよ
うなお話がありました。そこで段階を踏んで、吉野パ
スト会長が私のほうに会長をやってもらえないかとい
うようなお話がありました。その時に、私のほうもこ
こ数年の間にそういうお話は当然来るものだというふ
うに認識はしておりましたので、早かれ遅かれやらな
ければいけないんであれば進んでやりましょうという
ことで、吉野パスト会長のほうには、是非やらせてい
ただきますということで、快く受けさせていただいた
次第でございます。今こうやって立ってますと、会長
を受けるという責任の重大、皆さんのことを何とか無
事に一年間滞りなく例会を通して進めていきたいなと
いうふうに思ってはおりますが、何せまだまだロータ
リーに関してわからない部分が沢山あるようなものな
ので、多々皆さんにご迷惑をおかけしてしまう部分と
いうのは多分あると思いますが、その辺はご理解をい

ただきまして、一生懸命務めさせていただきたいと思
いますので、ご協力の程よろしくお願いしたいと思い
ます。また、私の個人的なお話になってしまうんです
が、ロータリークラブの他に、市議会議員という役職
をしてる都合上、例会のほうをたまに欠席しなければ
どうしてもいけないような状況が出てしまうと思いま
す。それはご理解をいただきまして、今日最初の例会
で皆様にその辺をお詫びしたいと思います。なるべく
穴をあけないような運営に努めてまいりますので、よ
ろしくお願いします。また、うちの幹事になっており
ます車田幹事のほうも、今月が非常に大きな仕事の詰
めになっておりまして、今月がなかなか時間取れない
時があるかと思います。その時は、副幹事であります
村上副幹事のほうにはご迷惑をおかけするかもしれま
せんが、何卒その辺をご理解をいただきまして、ご協
力のほうよろしくお願いしたいと思います。こういっ
たなかなか皆さんとお話をするという機会は宴席でし
かなかったんですが、会長として一年間、自分がどれ
だけやれるか、そして自分がどれだけ成長できるか。
そして、皆さんにどれだけ楽しい例会を提供していけ
るのか、その辺も含めて自分なりに模索しながら尽力
してまいりたいと思います。今現在、こうやって立っ
てるとまな板の鯉のような形でもあったり、バンジー
ジャンプで背中押されて今飛び降りてる途中であった
り、あるいは先程入り口で襷をしてる姿を見て、そろ
そろ選挙の時期かなんてちょっと揶揄されましたが。
今までＴシャツ1枚で来ていた例会もこうやってスー
ツで来ると、何となく気分も変わるもので、鈴木パス
ト会長のあの姿を見て、やっぱりああゆう格好で出る
んだろうなというふうに自分で思ってましたが、やは
りこういう格好でしか出るしかないんですね。先日も、
鈴木パスト会長には頑張れよということで激励会をし
ていただいたり、皆さんにお世話になっています。あ
りがとうございます。今後、皆様と共に素晴らしいク
ラブ作りを目指して頑張っていきたいと思いますので、
一年間どうぞよろしくお願いします。簡単ではござい
ますが、まず1718回第1回目の高畠・車田年度の会長
の時間とさせていただきます。

■幹事報告 車田裕介幹事
◦直前ガバナー事務所 事務局　岡山直緒美：会員数

について年間入会者、退会者についてのお問い合わ
せ

◦ガバナー　佐藤正道、研修委員会委員長　石黒秀
司：2022ー23年度研修委員会セミナーご参加のお願
い

◦猪苗代ロータリークラブ 環境保全委員IT推進委員
　米山委員会　佐瀬真：2022年度猪苗代湖漂着水草



第1718回例会 令和４年７月７日（３）

回収除去事業参加のお願い
◦ロータリー文庫運営委員会委員長　菅原光志：新年

度に当たり各クラブへの文書配信のお願い
◦ガバナー　佐藤正道：2022ー23年度任命状（委嘱

状）のご送付
◦2021ー22年度公共イメージ・IT委員委員長　相良元

章：マスコミ各社　トップインタビュー冊子送付の
お知らせ

◦比国育英会バギオ基金 会長　淺田豊久、総務担当
副会長　斉藤実、幹事　酒井教吉：『バギオだよ
り』配布のお願い

◦ガバナー　佐藤正道：訃報

■委員会報告
◦前年度出席委員会 山田顕一郎前年度委員長
　皆さん、こんにちは。前年度の出席委員会でござい
ます。下半期の100パーセント出席者ということで、
景品としてクオカードを準備させていただいておりま
して、只今より名前を呼びあげますので、ちょっと写
真を撮らせていただきたいと思うので、ＳＡＡの脇の
所にお名前を呼ばれた方、お願いします。青木会員、
阿部克弘会員、石部会員、運天会員、大住会員、金田
パスト会長、佐藤幸彦会員、鈴木孝幸パスト会長、
須藤会員、鶴丸会員、中目パスト会長、永野パスト会
長、成井パスト会長、鳴島パスト会長、堀田会員、村
上会員、諸橋会員、山口パスト会長、吉野パスト会
長、渡部勝也会員、十文字会員、吉成会員の22名と
なっております。おめでとうございます。では、写真
を撮りたいと思いますので、よろしくお願いします

■任命状伝達式

金田昇殿
地区研修委員会委員

中目公英殿
ロータリー財団委員会
補助金委員会委員

十文字光伸殿
青少年奉仕委員会
インターアクト委員会委員

◦寺島由和新入会員 
　皆様、こんにちは。わたくし東邦銀
行新白河支店の寺島と申します。今般
の横田支店長が、移動となりまして、
ちょっと店は変わるんですけども、わ
たくしのほうでバトンタッチとさせて

いただくことになりましたので、皆さんどうぞよろし
くお願いします。私は平成5年に銀行入りまして、数
えてみると29年も務めているんですけども、その間の
中で移動が今回で10回目です。今の新白河支店のほう
に着任しました。着任しまして一年は経過してるんで
すけども、まだまだ本当にわからないこと沢山ござい
ますし、ロータリーも初めて
でございましたので、会計と
いう職務のほうはしっかりと
やらせていただきながら、皆
様のご指導いただきながら楽
しくやっていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願
いします。

◦親睦委員会 吉成真五郎副委員長
　皆さん、こんにちは。今日、大住委
員長が所用なもので、副委員長の吉成
のほうからお話をさせていただきます。
最初に誕生日祝いですけれども、今
年親睦委員会で選んだのが高級葡萄

ジュースセットということで、ワインというのも考え
たんですけど、家族全員でお祝いをしてほしいという
趣旨でジュースにしました。栃木県足利市の「ココ
ファームワイナリー」という所の製品なんですけれど
も、1969年に知的障がい者を持つ「こころみ学園」の
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皆さんが葡萄を作り始めたという形になっておりま
す。除草剤なしとか化学肥料なしという形で作ってい
るということで。一生懸命、一粒一粒の葡萄をその障
害がある方が作っているということで、ロータリーの
精神にも合ってるのかなということで選びました。こ
ちら「君島酒店」さんから納品していただいてるんで
すけども、ほぼ原価に近いような状態ですので、「君
島酒店」さんのほうもいろいろご協力いただいてると
いうことを皆さんにご報告させていただきたいと思い
ます。あと、結婚記念のほうなんですけども、こちら
はロータリー会員の皆様のお店で使える商品券にいた
しました。こちらもご夫婦でいろんなお話をしながら
使えるようにということで、例えば、高畠会長のお店
とか、「アジアンチャオ」さんですとか、そういった
お店。それから、「村上スポーツ」さんとかいろんな
お店でも使えるような形になっておりますので、ご夫
婦で楽しく使っていただければと思います。それでは、
今月のお祝いです。誕生日、遠藤敦さん、阿部克弘さ
ん、吉田充さん、藤田和克さん、白岩修一さん、水上
泰真人さんです。前のほうで、会長のほうからプレゼ
ントを受け取っていただきたいと思います。ありがと
うございました。あと結婚記念日は、上杉さん、永山
さんのお二人になります。おめでとうございます。

■本日のプログラム
◦会長・幹事新年度方針 高畠裕会長
　それでは、本日のプログラムという
ことで、会長・幹事の年次方針という
ことで、まず私のほうからクラブのほ
うの目標をお話をさせていただければ

と思っております。まず最初に、国際ロータリーのお
話からにさせていただきたいと思います。国際ロータ
リーは今回、女性で初めてカナダのオンタリオ州のウ
インザー・ローズランド・ロータリークラブから誕生
したジェニファー・ジョーンズさんという女性の会長
です。初女性会長ということになりまして、注目を浴
びております。彼女の年度テーマが「イマジン　ロー
タリー」ということで、ロータリーを想像しようとい
う意味合いでございます。上にあります丸い輪っかに

7つの点、こちら輪っかがロータリアンが繋がるとい
う意味を表してるらしく、それから周りの7つの点は
ロータリーの7つの重要分野を示してるものであって、
それを照らすという意味で。緑の棒がこちら掘り起こ
すということで、すべてのものを掘り起こして新しい
ものにチャレンジしましょうというような意味で作ら
れたロゴマークらしいです。そういった形で彼女のほ
うはロータリーの会長として今力を入れてますのが、
ロータリーの多様性、公平さ、インクルージョン、そ
ういった部分。これをＤＥＩとして示しておりますが、
これらを含めてロータリーを良くしていこうというこ
とで。特により大きなインパクトをもたらすという意
味で、ポリオの根絶であったり、あるいは重点分野の
パートナーシップを築くということであったり、参加
者の基盤を広げる、そういった目標を立てておるとこ
ろが目立つところであります。また、あとは異なるア
イディアや考え方、価値観、信念を持った人たちで構
成されているクラブを大切にしましょうというような
ことが挙げられます。そんなところを踏まえて、地区
のほうのスローガンのほうに移りたいと思いますが、
地区のほうは2530地区のスローガンとしては「情熱　
行動　感動　共有」。情熱をもって行動し、感動を共
有し分かち合いましょうということで。地区の方針と
しましては、国際ロータリー、2022－23年度、年次目
標を達成するためＤＥＩを取り入れ、行動規範を遵守
し、ロータリーの行動計画を実践します。やらされ感
からやりがい感へ、会員とクラブが輝く地域作り、ク
ラブが自主性をもって活動できるようクラブが主役の
地区運営を目指しますということで。これは地区のほ
うとして、各クラブの御用聞きとなってクラブを支援
していきたいというようなスローガンであります。そ
の中で、国際ロータリー第2530地区の重点目標という
ものがありまして、こちらがＤＥＩを取り入れた会員
増強拡大。それから、よりインパクトのある奉仕事業
の実践、活動の情報発信、ネットワークの構築、ポリ
オの撲滅といった、こういった5つの分野が地区の重
点分野となっております。これらをもとに白河西ロー
タリークラブとして、私なりにクラブの活動目標を作
成させていただきましたので、皆様のほうに。年次計
画書は後程、手元に仕上がり次第届くと思いますが、
今日は皆様のお手元のほうには、組織図を配らせてい
ただいたような次第でございます。それでは、クラブ
の活動目標ということで、まずテーマになります。
「想像しよう　未来のロータリー　創造しよう　これ
からのクラブ」というような年度テーマを掲げさせて
いただきました。これはまず、想像しようはイマジン
ですね。考えましょう、未来のロータリーのことを考
えましょうという意味でつけさせていただきました。
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その後の創造しように関しては、これは作っていきま
しょう、これからのクラブということで、「想像しよ
う　未来のロータリー　創造しよう　これからのクラ
ブ」というふうなテーマにさせていただきました。こ
ちらＲＩ会長のイマジン想像から、今年度はクラブ
テーマを「想像しよう　未来のロータリー　創造しよ
う　これからのクラブ」と定め、将来的にロータリー
がどのような方向へ進むのか、どうあるべきなのかを
想像し、それらに向かって長期的なビジョンを皆さん
と考え創造を進めていく一年としていきたいと思って
おります。会員の皆さん一人一人が主役であり、クラ
ブが一つのチーム、あるいは家族として機能するため
に、クラブ内の問題点に全会員で取り組み、各自が
ロータリーに対する正しい知識を持ち、会長として会
員の皆さんの声に耳を傾け、心地よい環境作りに務め
ると同時に達成感、感動、やりがいが共有できるクラ
ブ作りを目指します。会員相互の更なる親睦を図り、
地域に貢献できる団体として尽力してまいりますので、
どうぞよろしくお願いしますということで挙げさせて
いただきました。当西クラブの重点活動目標としまし
て、こちら継続的な会員増強というふうなものを一つ
挙げさせていただきました。クラブにおける女性会員
の割合を2割に増やしたい。そして、男性2名女性4名
の合計純増6名を増やしていきたい。更には、職業分
野も不足している職業分野や新たな未充填職業分野を
視野に入れて増強していきたいと思います。特に女性
の会員を増やしたいというふうな一年間で進めてまい
りたいと思いますので、どうぞ皆さんご協力の程よろ
しくお願いしたいと思います。次に二つ目の重点活動
目標としまして、事業や研修への積極的な参加。こち
らは例会だけはでなく、地区の研修会、ＩＭ、地区大
会、そういったものに進んで参加し、ロータリーを深
く理解していただき、更にロータリー活動が楽しいも
のになるように皆様と時間を共有してまいりたいと思
います。次に三つ目、次世代に理解されるロータリー。
こちらは、事業を通じてロータリー活動を次世代の
人々に理解してもらおうということで、こちらメイン
は青少年奉仕のローターアクター、インターアクター、
こういったものの流れだったり、あるいはそれらを勉
強するＲＹＬＡ研修を一生懸命勉強していきたいなと
いうふうに思っております。こちらも堀田委員長はじ
め、いろいろ様々な方法を検討していただいて、我々
と一緒に次世代に理解していただけるようなロータ
リー活動を進めていきたいというふうに認識しており
ます。次に4番目の重点活動でありますが、こちらマ
イロータリーを活用しましょう。白河西ロータリーク
ラブでは、マイロータリーの登録が100パーセントを
達成しております。ただ、達成しただけではあまり価

値がないということで、マイロータリーに最低でも月
に2回とか3回入っていただいて、中を最初は覗いてい
ただくだけでも結構だと思います。いろんな情報が
入っていると思いますので、それらを研修を含めて皆
さんと共に共有していけたらなと考えております。そ
して5番目の重点活動になりますが、クラブビジョン
の推進ということで、こちらが今回想像しようという
ところで、未来のロータリーというイメージですが、
クラブが将来どうあるべきなのか考えて、皆さんと共
に考え、それに向かって動き出そうというふうに考え
ております。こちらビジョン推進研修委員長の宮本委
員長さんと一緒に、5年後10年後、長期に渡るビジョ
ンでのロータリーをどのような形で作っていけばいい
のかというのを皆さんと共に考えて、より良いクラブ
活動、そして切れ目のない将来性のあるクラブ運営に
繋げていきたいと思っております。こちらは大体、国
際ロータリー、ロータリーの地区、それからクラブ目
標というふうになってきます。その他に、私自身考え
ております各委員会の皆さんにお願いと、こんな形で
やっていただければななというふうに思ってる部分を
お話させていただければと思います。まず、会場監督
であるＳＡＡ。青木委員長をはじめとしますＳＡＡの
皆さんには、ロータリーの一番大切な雰囲気、そして
食事、そしてスムーズな例会運営。これらは非常に会
員の意識向上にも繋がると思っておりますので、より
良い会場作り、雰囲気作りをお願いしたいと思ってお
ります。続きまして、社会奉仕委員会。齋藤委員長を
はじめとします委員会の皆さんには、今年度二本の柱
として活動していただければと思っております。まず
一つは、地域の子供たちへの奉仕ということで、齋藤
委員長さんと委員会の皆さんが今後考えていただける
事業となっております。内容に関しては、今後委員会
のほうで決まるものだと思っておりますので、よろし
くお願いします。もう一つは、私のほうで昨年度、鈴
木孝幸さんの年度で地区財団のほうに申請をしまして
予算を確保しました。こちらは地元の子供たちへ、未
来のある子供たちに対しての食育。食の大切さを理解
していただくための食育プロジェクトということで、
今年度10月から来年の2月くらいの間で開催をしたい
と思います。これから学校のほうに問い合わせて、そ
ういった内容を確認してまいりたいと思っていますの
で、どうぞ皆様ご協力よろしくお願いしたいと思いま
す。次に、吉野委員長がいらしゃいます職業奉仕委員
会。こちら、職業の理念とは何なのか。法令順守と道
徳、人として倫理を持って職業を営むということ。そ
ういうことを自分がする。そして、そのような人材を
育てる。模範的な人材を育成するということが、会社
としての役割というふうになっていると思っておりま
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す。そういった部分も含めて、職業に関する部分を吉
野委員長はじめ委員会の皆さんにご協力いただければ
というふうに感じております。その他、国際奉仕に関
しては諸橋委員長が国際奉仕委員長になっておられま
す。こちらもコロナ禍がまだ続いておりますし、そう
いった部分で海外にどのような形がとれるかどうかと
いうのはまだ何とも見えないんですが、海外国内を問
わずにまずは足元を考えた時に、地域における外国人
の皆さんにどのような支援、あるいはどのような協力、
どのような意見の吸い上げができるのか、その辺を諸
橋委員長をはじめ委員会の皆さんと検討させていただ
きたいと思っております。次に、青少年奉仕委員会。
こちら堀田委員長のもと、ロータリーへの機会のきっ
かけ作りということで、先程お話をしましたローター
アクター、インターアクター。こちらは彼らの意識を、
あるいは奉仕に対する意欲を高めるために、青少年の
育成に取り組むためにはどのような付き合い方から
入っていけばよいのか。それを堀田委員長をはじめ委
員会の皆さん、そして会員の皆さんと想像して作り上
げていきたい一年間にしていければなというふうに感
じております。次に、ロータリー財団委員会の中目委
員長のもと、こちらのＲＩのロータリー財団の標語は
「世界で良いことをしよう」ということにはなってお
ります。ただ、世界で良いことをするのも当然ですが、
地元で良いことすることも大切な一つであります。た
だ、これは財団ということでありますので、地区の目
標であります年次基金が一人当たり150ドル。ポリオ
プラス基金が一人当たり30ドル。恒久基金が一人当た
り1,000ドルというふうな地区の目標がございます。
しかしながら、西クラブにおいては、今現在まだ目標
数値が半分くらいになっておりますので、これらを少
しでも底上げできるような一年間にしていきたい。そ
して、理事会で検討した上で年次総会にはかって皆様
の承認がいただければ、目標数値をちょっとでも上げ
られればと思っております。今回、私が地区の財団の
ほうに申請をしましたのは、ちょうど3年前のクラブ
の寄付金の四分の一が補助金として利用できるという
ふうなシステムになっておりますので、その辺も多分
一年間財団の委員会の中で研修など、あるいは中目委
員長さんのほうからそういったお話があると思います
が、なるべく皆さんと共にその辺の目標を少しでも上
げられるよう底上げできるよう、皆さんと一緒に努力
して参りたいと思っております。そして、これら今ま
でお話したものを含めてすべて向上させていくために
は、宮本委員長が率いますビジョン推進研修委員会。
こちらが今回の一番肝の部分なのかなと感じておりま
す。こちらの内容含めて、クラブの水先案内人として
今後クラブがどのような方向に進んで、5年先どのよ

うな10年先になるのか。会員のあり方を考えるところ
から始まり、クラブのテーマを持続可能で大きなもの
小さなものいろいろあると思います。次世代のために
残すもの、そういったものも含めて宮本委員長はじめ
としますビジョン推進研修委員会の皆さんと会員の皆
さん、そして我々と一緒に考えていただいて、一つ足
跡を残せる年にできればなと考えております。それか
ら、各委員会のほうに移らせていただきますが、プロ
グラム委員会、藤田委員長におかれましては、様々な
状況で対応せざるを得ないプログラム変更がございま
す。それも対応していただきながら、会員の皆さんが
より良い求めているような内容のタイムリーな例会プ
ログラム運営を構成していただければと思っておりま
す。続きまして、出席委員会の兼子委員長におかれま
しては、出席率向上、あるいは維持、この辺も含めて
是非何とか出席率が下がらない、そして退会者が出な
いような出席委員長としての活躍をお願いしたいとこ
ろでございます。続きまして、大住親睦活動委員会の
委員長さんにおかれましては、やはり一番大事な部分
は親睦活動委員会だと思っております。楽しい、そし
て家族の皆さんも参加できる、そんな親睦事業を引き
続き続けていただき、手作り感あるいは家庭的な感じ
のある親睦活動委員会を開催していただければという
ふうに感じております。続きまして、シスター委員会、
須藤委員長。昨年度、幹事大変お疲れ様でございまし
た。こちらも沖縄のコザロータリークラブであったり、
深谷ノースロータリークラブであったり、米沢中央
ロータリークラブであったりと、いろいろシスター関
係ではあると思いますが、今後とも行ったり来たりの
できる関係の絆の深い委員会活動をお願いしたいと
思っております。次に、会員増強委員会の櫻岡委員長
におかれましては、先程お話をしましたとおり純増6
名、目標は6名でございます。できれば、男性2名の女
性4名ぐらいを目安にしていただいて会員のほうを増
強。これは委員会だけの話ではなく、会全体として会
員増強、あるいは維持をしなければならない事業だと
思っておりますので、是非櫻岡委員長におかれまして
はそのような啓発、そして声がけのほうをお願いした
いと思っております。次に、ロータリー情報委員会の
中目委員長さんにおかれましては、地区のほうにも出
向されていらっしゃいます。そういった部分では、是
非地区のタイムリーな情報を我々クラブのメンバーに
的確に教えていただくことが、更に我々の情報源とし
て有効なものになって活用できるものもございます。
私も一緒に地区のほうに出向できる部分、研修受けな
がらお手伝いをさせていただきたいと思いますので、
中目ロータリー情報委員長に関しましては、どうぞよ
ろしくお願いしたいと思います。それから、クラブ会
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報委員長、山田顕一郎委員長におかれましては、メイ
ンは週報にはなってくるとは思うんですが、こちらも
見て楽しい、読みやすい、そういった紙面を作ってい
ただけるようにお願いをしたいと思います。やはり、
活字だけでも難しいでしょうし、写真だけでもという
のもあると思います。なかなか今ある週報を大きく変
えるということは無理でしょうが、少しでも皆さんが
手に取って見ていただけるような会報作りにご尽力を
いただけばというふうに思っておりますので、どうぞ
よろしくお願いします。続きまして、雑誌広報委員長、
鈴木典雄委員長におかれましては、こちら「ロータ
リーの友」がメインになってくると思いますが、実際
これは多分今200円位で1冊購入しているんだと思うん
ですが、大変200円にしては内容の濃い中身の素晴ら
しい雑誌だと思います。的確にロータリー情報の中身
を皆さんに示していただいて、こんなところ面白いと
ころがあるんだよ、今回はこの地区の誰誰、どこどこ
のクラブが出てますよといったタイムリーな話題を提
供していただき、会員のためになる情報をここからも
入手できるように。そして、あるいはクラブから投稿
ができるような、そんな部分を入れていただければと
いうふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願
いしたいと思います。ＩＴ委員長、鶴丸委員長におか
れましては、こちら当然今後もズーム配信で例会はハ
イブリットで行いたいというふうに私も考えておりま
すので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
それと同時に、フェイスブックだったり、ホームペー
ジの更新も含めて、いかに多くの人にロータリー活動
を知っていただけるか。あるいは、西ロータリークラ
ブの存在を知っていただけるか。その辺も含めて、是
非鶴丸委員長をはじめ委員会の皆さんでご検討いただ
きまして、提案をしていただければというふうに考え
ていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま
す。続きまして、ロータリー財団委員長、またまた中
目委員長さんにお願いするような形になってしまい大
変申し訳ございません。こちらも中目委員長におかれ
ましては、地区の財団のほうにも行かれてますし、大
変内容的に詳しい方でございます。私も中目委員長に
いろいろ詳しくお話を聞きながら、ロータリー財団の
在り方、それから地区の目標と当クラブの目標の違い
に関して、どのぐらいまで底上げをすべきなのか。一
気に底上げは難しくても、数年かけて地区の目標に追
いつけばいいのか、その辺も含めて例会の時間を使い
ながら、中目委員長のほうにその辺を聞かせていただ
ければなというふうに考えていますので、どうぞよろ
しくお願いしたいと思います。続きまして、米山記念
奨学委員会、成井正之委員長におかれましては、今回
奨学生のほうはクラブのほうで受け入れなかったんで

すが、それ以外にも米山奨学金を寄付という形では出
てくるとは思います。その辺の含めて、次年度でまた
米山奨学生を受け入れる受け入れないはあると思いま
すので、それ辺含めてより会員の皆さんに米山記念奨
学会の意味などを含めて、ご指導いただければという
ふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いし
たいと思います。続きまして、スマイルボックス委員
会、運天直人委員長でございますが、こちら前年度、
鈴木・須藤年度は136万円を多分目標金額にしていた
と思うんですが、本年度コロナも鈴木・須藤年度より
は多少収まってくるのかなというふうに考えるところ
でありますので、140～150万円位を目安にスマイルを
集める方向でいきたいなと思っております。あるいは、
一つの方法としては、毎回スマイルが面倒くさいとい
うことであれば、一気に10万円スマイルしていただく
というふうな方法も、委員長の判断で提案していただ
くのもありかと考えておりますので、その辺ご理解の
程よろしくお願いしたいと思います。それから、地区
のほうに出向されてます金田昇パスト会長、中目パス
ト会長、吉野パスト会長、それから十文字光伸会員。
この4名の皆さんには、地区に出向していただき本当
にご尽力いただきありがたいと思っております。当ク
ラブもこういった4名の方が地区のほうに出向して、
白河西ロータリークラブの存在感を示すだけではなく、
いろいろ研修をして覚えてきて、会員の皆さんに情報
を出していただき共有できるというような側面もある
と思いますので、是非大変でしょうが地区のほうの出
向、よろしくお願いしたいと思います。ゆくゆくは当
クラブからガバナーが排出される、そんな足がかりと
なるような一年であれればなと考えております。どう
ぞよろしくお願いします。次に、愛好会のほうに移り
たいと思いますが、ゴルフ愛好会、堀田会長におかれ
ましては、定期的なゴルフコンペの開催。そして、青
年部、ＪＣの合同のゴルフコンペ。あるいは、米沢中
央さんとのゴルフコンペなど入ってくると思いますが、
是非その辺の段取りをよろしくお願いして、こういっ
たゴルフのきっかけ作りがシスターの繋がりであった
り、あるいは退会者防止だったりというふうに繋がっ
てくると思いますので、どうぞよろしくお願いします。
次に、野球愛好会。吉田充監督におかれましては、今
年度、東北大会が白河の地、そして主幹が白河西ロー
タリークラブというふうになっておりますので、是非
我々も会をあげて全面的に応援したいと思いますので、
是非吉田監督をはじめ野球愛好会の皆さんには頑張っ
ていただき、予算のほうはちょっと頑張りますので何
とか期待外れないように頑張らせていただきますので、
どうぞよろしくお願いしたいと思います。また、歴史
文化研究愛好会の関谷会長、なかなかコロナ禍で歴史
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文化もできなかったことと思います。いよいよ、今年
度あたりから活動ができるのではないかというふうに
感じておりますので、是非関谷会長の知ってるものを
いろいろ皆様に紹介していただけるよう、そしてある
いは学芸員の方を呼んでいただいて、いろんな話をし
ていただけるような、そんな会をしていただければと
いうふうに感じております。どうぞよろしくお願いし
ます。次に、スキー愛好会の佐藤幸彦エレクト。こち
らは、毎年蔵王のほうにスキーに行かれて、米沢の皆
さん、あるいは山形の皆さんと交流を深めていらっ
しゃいます。こちらもなるべく、スキーはしないとか
あるいはできないとかいっても、夜の懇親会には混ざ
れる。あるいは、温泉に入りたいと、そういった方を
含めて、皆さんでスキー愛好会のほうを盛り上げてい
けたらなというふうに考えておりますので、どうぞよ
ろしくお願いしたいと思います。次に、バイク愛好会。
矢田部会長をはじめとします皆さん、既にもうバイク
で先日活動されているお話をお聞きしました。こちら
も、バイクで行ったお話やバイク愛好会の人数が増え
ることをお祈りしておりますので、是非怪我のないよ
うな一年間無事で帰って来れるような活動をしていた
だければというふうに考えておりますので、どうぞよ
ろしくお願いします。そして、家族交流情報部会とい
うことで、前年度幹事の須藤正樹会長。こちらも親睦
委員会などと連携しながら、より良い家族交流が図れ
るような活動を是非お願いしたいと思っております。
そして最後になりますが、佐藤幸彦エレクト、そして
阿部克弘副会長、村上副幹事、こちらお三方におかれ
ましては、一年間、私と車田幹事を是非支えていただ
きまして、悪いところは悪い、良いところは良いと認
めていただき、自分の年度に生かしていただけるよう
な材料にしていただければと考えておりますので、ど
うぞよろしくお願いしたいと思います。どちらにして
もこれらを踏まえて、クラブを一つのチーム、あるい
は家族というふうに認識し、問題点を皆さんと共に解
決し、皆さんの意見に耳を傾け、心地の良い環境作り
をし、全員が主役であるそんな西ロータリークラブを
一年間続けていきたいと思っておりますし、そのため
に尽力してまいります。多々皆様にご迷惑をかける部
分もあるとは思いますが、その辺も含めまして一年間
皆様のご指導ご協力をお願いして、会長の年度方針と
させていただきます。一年間、どうぞよろしくお願い
します。

◦車田裕介幹事 
　皆様、こんにちは。本日はお忙しい
中、ご参加いただきましてありがとう
ございます。本年度、白河西ロータ
リークラブ幹事を仰せつかりました車
田と申します。よろしくお願いいたし

ます。第1回目の例会にあたり、幹事の重責をただ今
実感しております。前任の須藤正樹幹事をはじめとす
る歴代幹事の皆様には、資料のご提供や貴重なご助言
いただきまして感謝に堪えません。ありがとうござい
ます。そんな中で、わたくし事で恐縮なんですが、先
程会長からもありましたけれども、8月の末までお仕
事の都合でどうしても昼の例会に出席ができない状況
が今年ありまして、その辺に関しましては村上副幹事
理事にもお願いはしているんですけども、そこで幹事
の席を穴をあけるような形になってしまうとは思うん
ですが。それ以外に関しましては、すべて出席するよ
うなことで、進めていきたいと思います。そこだけご
了承いただければと思います。結びとなりますけれど
も、ロータリー歴も浅くて知識も非常に乏しい私です
けれども、一年間微力ながら高畠会長、そしてこのク
ラブの下支えとして精進していくつもりでおりますの
で、会員の皆様におかれましてはご指導とご鞭撻いた
だきまして、一年間何卒よろしくお願いいたします。

◦雑誌広報委員会 鈴木典雄委員長
　皆さん、こんにちは。今年度、雑誌
広報委員会、委員長を仰せつかりまし
た鈴木でございます。一年間、よろし
くお願いします。それでは、今月号の
「ロータリーの友」見どころを紹介し

ていきたいと思います。まず、横組み6ページ。先程、
会長も仰ってたんですが、女性初のＲＩ会長のジェニ
ファー・ジョーンズさんのメッセージが書かれており
ます。続いて、8ページは、ジェニファー・ジョーン
ズさんの経歴やロータリーでの活躍等が書かれており
ます。続きまして、横組みの22ページ。こちら、当
2530地区佐藤正道ガバナーの紹介が書かれております。
続きまして、縦組み9ページ。「この人を訪ねて」で
は、こちらも女性初の会長になられた石川さんの活躍
が紹介されてます。それで、青森ロータリーでは60年
間女性が入ることができなかったんですけど、この石
川さんが10年前に初めて入会して会長になられた活躍
等が書かれております。続きまして、縦組みの16ペー
ジ。こちらは郡山南ロータリークラブの20代の女性会
員の活躍が紹介されております。続きまして、同じく
縦組みの22ページ。こちらが福島東ロータリークラブ
の「ロータリーの友」の勉強会の模様が書かれており
ます。そして縦組みの27ページ。こちらはいわき分区
の奉仕活動について記載されております。一応、手短
なところの紹介でした。以上を持ちまして、今月号の
ロータリーの見どころの紹介を終わります。


