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第1734回例会
令和４年11月10日（18：30～19：30）

○ソング
　◦君が代　四つのテスト
○ビジター
　小磯祥晃様　上田雄介様　吉成茂様　添田拓人様　須藤麻莉恵様　鈴木信也様　鈴木恒平様
　菊地一寛様　鈴木桂裕様　安田貴久様　吉成翔太様
○スマイルBOX
　◦高畠裕会長（青年会議所の皆様、商工会議所青年部の皆様、本日はようこそおいでくださいました。また過

日のガバナー公式訪問には多くの会員の皆様に出席を頂きありがとうございました。）
　◦金田昇会員（JC、YEGの皆さん、本日はようこそおいでくださいました。日中のゴルフコンペも楽しく過ご

せました。ありがとうございました。）
　◦山田顕一郎会員（結婚の祝いを頂きありがとうございました。12回目の記念日となります。）
　◦寺島由和会員（結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。）
　◦宮本多可夫会員（今回はJCの皆さん、YEGの皆さん、ようこそ。ゴルフもご苦労様でした。）
　◦石川格子会員（JC、YEGの皆さんようこそ！いや、私もJC現役です。来年度JCは65周年で色々と準備をし

ていますので、皆様お待ちしております。JC、YEGの皆さん、白河西ロータリークラブへの入会もお待ちして
おります。）

　◦関谷亮一会員（JCの皆様、YEGの皆様、我々白河西ロータリークラブにおいでくださいまして、ありがとう
ございます。）

　◦矢田部錦四郎会員（JC、YEGの皆さん、ようこそ
白河西ロータリークラブへ！）

　◦吉成真五郎会員（お誕生日祝いありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いいたします。）

　◦永野文雄会員（JC、YEGの皆様、朝からのゴルフ、
例会の交流会とありがとうございました。白河西RC
を楽しんでください。）

　◦居川孝男会員（JC、YEGの皆さんようこそ！メン
バーに恵まれ白河西のコンペで優勝させていただき
ました。初孫が出来たうえ、ダブルの喜びです。）

　◦鈴木孝幸会員（JC、YEGの皆様、本日は朝から
ゴルフ、そして夜は懇親会とのお付き合いいただき、
ありがとうございました。）

　◦成井正之会員（JC、YEGの皆様、日中のゴルフ、
夜の懇親会参加、ありがとうございます。大変楽し
く過ごせた事に感謝いたします。）

　◦運天直人会員（JC、YEGの皆様、本日は昼間の交
流会コンペよりありがとうございます。早く一緒に
RC活動出来る事を楽しみにしております。また結
婚記念日祝いを頂きました。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 ５２名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６６名

C  Ⓐの出席者数 ２９名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ６名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ９名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ４４名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ６１
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ７２．１％

第1734回例会出席状況� （R４年11月10日)

▶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



本日のプログラム

第1734回例会 令和４年11月10日（２）

■会長の時間 高畠裕会長
　皆さん、こんばんは。まず初めに、
本日のお客様のご紹介をしたいと思い
ます。白河青年会議所の皆様、ようこ
そおいでくださいました。そして、白
河商工会議所青年部の皆様、ようこそ
おいでくださいました。本日は、Ｊ

Ｃ・ＹＥＧの皆様を迎えての白河西ロータリークラブ
ゴルフコンペということで、早朝より参加していただ
いた皆様、本当にありがとうございました。また、Ｊ
Ｃさん、青年部の皆さん、クラブ内で予選を行って
勝ち上がった方だけが本日参加いただくということ
で、本当に素晴らしい選手たちが揃ったなということ
で、期待できた大会だったと思います。本当にありが
とうございました。また、こういった形で毎年10月か
11月には二つの団体を交えて我々と一緒に交流を持た
せていただいてますが、非常に我々も楽しみにしてお
る大会でございます。また、こういった形で皆さんと
共に親睦を深めて、そして、ゆくゆくロータリーにつ
いて知っていただいて、最終的には白河西ロータリー
クラブに入会していただければなというふうに思って
おります。なかば強制で今日はゴルフのほうに参加し
ていただいたことに関しては、本当に感謝申し上げま
す。また、お客様でありながらも我々ロータリアンの
ほうに気を使っていただいて、ゴルフボールを探して
くれたりと色々大変だったと思いますが、皆様のそう
いった姿に感謝申し上げたいと思います。本当にあり
がとうございました。また、前回の例会はガバナー公
式訪問ということで、沢山の会員の皆様にご参加いた
だいたこと、心から会員の皆さんに感謝申し上げたい
と思います。ガバナーのほうも大変喜んで帰ってい
ただきました。歓迎会ももちろんですが、会長幹事会、
そしてクラブ協議会、なかなか厳しい意見もあったん
ですが、これもクラブのためだと思って真摯に受け止
めさせていただきたいと思います。また、歓迎会にお
かれましては、本当にお酒飲みながらということで、
大変ガバナーも喜んで、たいして飲めないというふう
な会長幹事会のお話だったんですが、結構酒ばっかり
飲んでるような感じだったですね。本当にそういった
ほうが、なんかフランクな感じで本当に親しみがとい
うか親睦が持てる、そういった部分だと思います。ま
た、私を含めて今週の土曜日と日曜日は、地区大会と
いうことで、我がクラブから6名出席してまいります。
また、前年度の鈴木孝幸会長の表彰ということなんで
すが、わたくしが代わりに登壇して表彰を受けてまい
りますので、その辺はまたおいおい説明していきたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いします。また、
ご報告があります。前回の例会終了後、永野パスト会
長、そして鈴木孝幸パスト会長のほうから、二次会で

ご利用くださいということで志をいただいております
ので、本当にありがとうございました。ここでご報告
申し上げたいと思います。今日は月初めの例会という
ことで、この後行事がいろいろあるものですから、ま
た青年部の皆さん、そしてＪＣの皆さんにも自己紹介
をいただくということもありますので、会長の時間は
ちょっと短めということで、この辺にさせていただき
たいと思います。本当に二つの団体の皆さん、今日は
ゆっくり楽しんでいってください。そして、我々と
益々親睦が図れることを期待しておりますので、どう
ぞよろしくお願いします。本日はありがとうございま
す。

■幹事報告 車田裕介幹事
◦ガバナー事務所　佐藤直子：リマンドと締切延長のお知

らせ（11月3日まで）【世界ポリオデー】フォトコンテストのご
案内

◦白河市ユネスコ協会会長　小野利廣：令和4年度福島
ユネスコ活動研修会の開催について（通知）

◦国際ロータリー日本事務局　財団室：財団室NEWS 
2022年11月号

◦国際ロータリー日本事務局　業務推進・IT室：ロータリー
財団月間リソースのご案内

◦ガバナー事務所　佐藤直子：地区ウェブサイトのロゴの
使用方法のご確認のお願い

◦ガバナー　佐藤正道、福島ロータリークラブ会長　相良
元章、国際協議会壮行会実行委員長　後藤忠久：右
近八郎ガバナーエレクト国際協議会壮行会のご案内

◦福島民友新聞社 代表取締役　中川俊哉：国際ロータ
リー第2530地区大会特集広告ご協賛のお願い

◦福島民報社：福島民報社 広告掲載紙
◦地区大会実行委員長　星富士雄、地区大会表彰・救護

委員会 委員長　小池久昭：国際ロータリー第2530
地区大会2022－23年度地区大会表彰ご登壇のお願い

◦ガバナー　佐藤正道、青少年奉仕委員会　大木和彦、
ローターアクト委員会委員長　渡辺浩子、米山記念奨学
会委員長　武島昭良：地区大会「青少年奉仕活動発
表」及び「青少年会議」のお知らせ

◦ガバナー　佐藤正道、地区大会実行委員長　星富士
雄：2022－23年度地区大会 駐車場のご案内

◦ガバナー　佐藤正道、ロータリー財団委員会 委員長　
田久昌次郎：2022－23年度補助金管理セミナー開催の
お知らせ

◦県南分区ガバナー補佐　郡部仁喜、幹部　味戸雄二
郎：第3回会長幹事会について

◦福島県クリーンふくしま運動推進協議会 県南地域協議
会会長　山下勝弘：令和4年度福島県クリーンふくしま
運動推進協議会県南地域協議会定期総会の開催結果
について（通知）

◦福島県クリーンふくしま運動推進協議会 県南地域協議
会会長　山下勝弘：令和4年度福島県クリーンふくしま
運動推進協議会視察研修会の開催について（通知）



第1734回例会 令和４年11月10日（３）（３）（３）

◦白河市国際交流会長　内藤義久：「しらかわ日本語
教室」の開催について（案内）

◦ガバナー　佐藤正道、ガバナーノミナー　早川敬介：ポリ
オ根絶キャペーン用グッズについて

■委員会報告
◦雑誌広報委員会 前原俊治副委員長

　雑誌広報委員会の前原と申します。
11月の「ロータリーの友」の記事のご
紹介をいたしたいと思います。今日も
この後いろいろ予定が詰まっておりま
すので、簡単にご説明したいと思い
ます。まず、横組みの7ページから17

ページです。11月は、ロータリー財団月間ということ
で、ロータリー財団で寄付金がいかに使われているか
という記事が載っております。特に17ページにおきま
しては、第2530地区、美しい郷土を守り、子供たちに
福島の未来を託すという補助金の記事が載っておりま
すので、皆さん読んでいただければというふうに思い
ます。横組みの18ページから25ページに渡って、今年
度の2023年の国際ロータリーの大会が、オーストラリ
アのメルボルンで行われるということでございます。
これに関しまして、メルボルンのいろんな記事が載っ
ております。皆さんでこの記事を読んでいただいて、
メルボルンに興味がおありでしたら是非メルボルンに
行って、国際大会にも参加していただければと思いま
す。以上、簡単ですがご紹介いたします。

■本日のプログラム

ＪＣ・ＹＥＧ交流会
◦白河西ロータリークラブ会長 高畠裕様
　改めまして、こんばんは。本当に青年会議所の皆さん、
商工会議所青年部の皆さん、ようこそおいでくださいまし
た。入会申込書のほうはお持ちでしょうか。これから配り
ますので、ゆっくり書いていただいて結構です。というこ
とで、今後も我々こういった活動を皆様と共に続けてまい
りたいと思います。本当に強制的に入会してくれとかそう
いう話じゃなくて、こういった団体同士で本当に密に連絡
を取りながら、大好きな地元白河のために皆さんと共に
力を合わせて頑張っていければなというふうに思っており
ます。また、ゴルフというスポーツを通じて皆さんと交流
できたことを、本当に会員の皆さんも快く思っております
ので、今後とも是非参加していただければなというふうに
思っております。そういった形で、今日はお酒も用意して
あります。そして、いろんなお知り合いの方もいらっしゃ
ると思いますのでゆっくり歓談していただいて、またこう
いった形で皆さんとお会いできることを楽しみにできれば
なというふうに思っております。本日はゆっくりしていっ
てください。どうぞ、ようこそおいでくださいました。あ
りがとうございます。

◦白河青年会議所理事長 小磯祥晃様
　皆さん、こんばんは。本日は、まず
は高畠会長はじめといたします白河
西ロータリークラブの皆様、日中の
ゴルフコンペに引き続き、かくも盛大
に例会のほう、そして懇親会のほうを
ご開催されましたこと、誠におめでと

うございます。また、我々白河青年会議所、この場
にお呼びいただきましたことを本当に感謝申し上げ
ます。本日のゴルフコンペなんですが、今回は高畠
会長、そして金田昇先輩、そして菊地様とご一緒さ
せていただきました。わたくしの個人的な感想には
なってしまうんですけれども、本当に楽しくゴルフ
のほうをさせていただきました。こんなに笑顔の絶
えないゴルフというのは、なかなか珍しいんじゃな
いかなと感じさせていただきました。それで、こう
いった機会を足掛かりとして今後この地域の中で3つ
の団体が中心となって地域を盛り上げていく活動が
出来れば良いのかなと、改めて考えさせていただき
ましたので、今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。

◦親睦委員会 鶴丸彰紀委員長
【結婚記念日】
遠藤敦会員、安部和夫会員、寺島由和会員、運天直
人会員、増子国安会員、兼子聡会員、山田顕一郎会員

【誕生日】
小山智会員、沼田重一会員、吉成真五郎会員、車田裕
介会員



第1734回例会 令和４年11月10日

乾杯
白河西ロータリークラブ直前会長 鈴木孝幸様
　皆さん、こんばんは。白河西ロータリークラブ直前会長
の鈴木孝幸でございます。白河西ロータリークラブは、乾
杯の音頭はこの直前会長がやるというのはしきたりという
か決まりでありますので、僭越ではございますが乾杯の音
頭を取らさせていただきます。今日は、朝早くからＪＣ、
ＹＥＧのゴルフをやる皆さん。先程聞きましたけども、予
選を通過した精鋭の皆さんがお集まりいただきまして、昼
間熱戦を繰り広げまして非常に有意義な親睦を深められた
と思います。この会場には、ゴルフをやらない方も多数参
加していただきまして、そうした皆様方におきましてはこ
の懇親会の中で皆様と親睦を深めていただきたいと思って
おります。それでＪＣ、ＹＥＧの皆様方には、是非是非今
とは言いませんが、将来この西ロータリークラブの門を是
非叩いていただいて、我々の仲間になっていただきたいと
我々会員全てお待ちしておりますので、よろしくお願いし
たいと思います。それでは、乾杯の音頭に入ります。ここ
にご参会の皆様方のご多幸と、益々の発展を祈念いたしま
して乾杯いたします。ご唱和願います。乾杯。

（４）（４）

◦白河商工会議所青年部直前会長 菊地一寛様
　皆さん、改めましてこんばんは。本
日はこのような席にお呼びいただきま
して、誠にありがとうございます。ま
た、西ロータリーの皆様におきまして
は、先日当青年部のほうの事業で行い
ました「ジロ・デ・白河」というレー
スにご協賛ご参加いただいたこと、誠

にありがとうございます。本日、本来は今年度会長の
和知のほうが出席したいというような事ではありまし
たが、今日から会長会議が大阪のほうで行われてしま
うということにつきまして、こちらのほうにご参加で
きないというような事にはなってしまい、代理で私の
ほうがこうやって参加させていただくことになりまし
た。私もこの場でこうやってご挨拶させていただくの
が、昨年お呼びいただいた卓話以来となります。ま
た、今日は挨拶はないぞと先程高畠会長から言われて
いたんですが、ちょっと今そういった面で戸惑いはあ
りますけれども、本当に何度もこうやって皆様とお顔
を重ねさせていただくことにつきまして、ありがたい
というようなこともありますし、今日は本当に皆様先
輩から温かい声と温かい笑顔をいただいたことで、プ
レーのほうも私は十分に楽しませていただきました
し、スコアも満足いく結果が出たと思っております。
これからもこの時間皆様と共有させていただいて、楽
しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いし
ます。

白河青年会議所第64代理事長 小磯祥晃様
　皆様、こんばんは。わたくしは白河青年会議所、第
64代理事長の小磯祥晃と申します。家業のほうは「信
夫建設」という建設業。それと、「シンコウアグリ」
という農業法人の会社のほうをやらせていただいてお
ります。本日は、本当に楽しいゴルフをさせていただ
きました。今後とも皆様と一緒に地域の事をやってい
きたいなと思うので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

吉成茂様
　今年度、財政室長をやっております「北白河株式会
社」の吉成茂と申します。本日はお招きいただきまし
てありがとうございます。よろしくお願いします。

鈴木信也様
　皆さん、こんばんは。職業のほうは「鈴木建設」の
鈴木信也と申します。今日はこういった場に参加させ
ていただくの初めてなんですが、居川先生、堀田さん、
寺島支店長の優しいご指導のおかげで楽しいゴルフを
させていただくことができました。また引き続き、よ
ろしくお願いいたします。ありがとうございました。

石川格子様
　皆さん、こんばんは。まだＪＣ現役の石川です。来
年、ラストイヤーなんですが、来年白河青年会議所は
65周年を迎えまして、いろんな催し物をご用意してお
りますので是非皆様お待ちしております。よろしくお
願いします。

添田拓人様
　お疲れ様です。皆様ご存じのとおり、夜の新白河か
ら参りました添田拓人です。皆さん、本当お世話に
なってるので、今日の懇親会時間があれば足のほう運
んでいただければと思います。今日はありがとうござ
います。

須藤麻莉恵様
　こんばんは。今日はお招きいただきまして、ありが
とうございます。ゴルフのほうあんまりやったことな
いんですけれども、今日はご指導、齋藤さん、ありが
とうございます。仕事は「住友生命」で働いておりま
す。今日はよろしくお願いいたします。
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鈴木恒平様
　皆さん、こんばんは。本年度、ＪＣの専務をやって
います鈴木といいます。仕事は桂設計ということで仕
事しておりまして、本日は運天先輩たち宮本先生たち
とゴルフ回れたことすごい楽しかったなと思いますし、
この後もロータリークラブの皆さんよろしくお願いし
ます。

上田雄介様
　改めまして、こんばんは。本日は高畠会長をはじめとい
たします、白河西ロータリークラブの皆様、早朝より大変
お世話になりました。ありがとうございました。今程、小
磯理事長よりご説明があったとおり、来年度理事長予定者
の上田雄介と申します。白河青年会議所の先輩方が数多く
いる中で大変恐縮ではございますけれども、来年度は創立
65周年を迎えるにあたりまして皆様の多大なるご協力が必
要となりますので、引き続き協力のほうよろしくお願いい
たします。本日は誠にありがとうございました。

白河商工会議所青年部直前会長 菊地一寛様
　では、改めまして白河商工会議所青年部、我々の自己紹
介をさせていただきます。改めてではありますが、わたく
し菊地一寛と申しまして、本年度、商工会議所青年部では
直前会長という役を仰せつかっております。会社のほうは、
五箇のほうで「共和建商」というような建設機械を中心と
した事業をやらせていただいております。今回ですね、ゴ
ルフのほうの4名とこの場の4名の違いがあります。ゴルフ
のほうは予選を勝ち抜いた4名と寄らせていただきました
が、今回は飲みに強い4名をご用意させていただきました。
挨拶も上手な3名なので、これから楽しみな挨拶をさせて
いただきます。まず初めに、次年度会長予定者となりまし
た鈴木桂佑君。

鈴木桂佑様
　改めまして、皆さんおばんでございます。本日は、ゴル
フのコンペ開催おめでとうございます。今紹介ありました
とおり、次年度会長予定としています鈴木桂佑と申します。
よろしくお願いいたします。本年度、白河商工会議所青年
部40周年を迎えまして、その際には皆様にも多大なご協力
いただきましてありがとうございました。次年度41周年と
いうことで、新たにまたスタートを切りたいと思いますの
で、皆さんよろしくお願いします。

吉成翔太様
　皆様、こんばんは。白河ＹＥＧの吉成翔太と申します。
よろしくお願いいたします。本日は西ロータリーの皆様、
お招きいただきましてありがとうございました。ＪＣでは
私の兄、吉成茂がいつもお世話になっております。ありが
とうございます。本日、斉藤孝弘先輩一緒に回っていただ
き、ありがとうございました。僕の記憶では、去年確かベ

スグロを取った記憶があります。今年もおそらく取れると
思いますので、また来年も頑張りたいと思います。本日は
よろしくお願いいたします。

安田貴久様
　皆さん、こんばんは。いつもお世話になっています白河
駅前と、そちらのすぐそこの新白河二丁目のローソンをや
らせていただいております安田貴久と申します。いつもあ
りがとうございます。私ですね、ゴルフはゴルフクラブを
一度も握ったことがないくらいの全然できない人間なん
ですが、幸い会員の中にゴルフ練習場の人間がいますので、
今年から今日から一年間練習して、来年はこのゴルフコン
ペ参加できるように頑張りたいと思いますので、来年よろ
しくお願いいたします。本日は誠にありがとうございまし
た。
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白河JC・YEG・白河西RC ゴルフコンペ
優 勝
準優勝
3 位
4 位
5 位
6 位
7 位
8 位
9 位

宮本　多可夫
成井　正之
鈴木　光顕
吉成　翔太
金田　昇
添田　拓人
居川　孝男
堀田　一彦
高畠　裕

10 位
11 位
12 位
13 位
14 位
15 位
16 位
17 位
18 位

青木　大
車田　裕介
吉成　茂
鈴木　孝幸
上田　祐介
前原　俊治
菊地　一寛
斎藤　孝弘
十文字　光伸

19 位
20 位
21 位
22 位
23 位
24 位
25 位
26 位
27 位

松本　泰季
永野　文雄
鈴木　恒平
寺島　由和
鈴木　信也
運天　直人
吉成　真五郎
小磯　祥晃
須藤　麻莉恵 優勝者　宮本多可夫

ホームページＵＲＬ　https://shirakawa-west-rc.jp
メールアドレス　　　yoshida@shirakawa-cci.or.jp
facebook　　　　　https://www.facebook.com/ShirakawaWestRotaryClub/


