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ゲスト

　な　し
君が代
ロータリーの綱領　遠藤会長
－今月は新世代のための月間です－

◎会長報告－遠藤会長
　皆様、今日は。早くも 2 カ月が
経過し 9月に入ってしまいました。
まず、最初に 8月 30日は衆議院の
総選挙が行われました。皆さんも
驚かれたと思いますが、自由民主
党が歴史的な大敗をしました。予

想はされていましたがこれ程とは思いませんでした。
民主党 308（＋ 198）、自民党 119（－ 181）、公明党 21（－
10）ということで小選挙区制は民意を反映し政権交
代を容易にするのが目的の制度でしたが、今回はオ
セロゲームのように自民党の優勢がアッという間に
引っ繰り返ってしまいました。1955 年自民党結党以
来続いた第 1党の体制も終止符を打つことになりま
した。この結果を招いたのはこの 4年間の自民党の
政治の在り方に国民の不平不満が爆発したんじゃな
いかと思います。投票率も上り世代交代も進み古い
体質の政治的はもはや通用しなくなっています。民
主党が政権を取りましたが民主党も盤石ではなく多
くの不安を持っております。沢山のマニフェストを
掲げましたが何処まで実現出来るのか非常に沢山の
問題が山積みになっています。その辺を十分議論を
尽して国民の為の政治を目指して欲しいと思います。
それから先週の例会終了後に 1週間早い理事会を開
きました。議題は 7月にお亡くなりになった小関副
会長の後任の件についてです。いろいろ検討し赤津
善宣会員へお願いし、心良く了承して下さいました。
ですので空席だったクラブ奉仕第二委員長に赤津会
員が入ります。赤津会員が抜けたスマイルへは田子
会員にお願いを致します。それから今月のプログラ
ムですが 9月 30 日の例会が夜になっています。昼の
例会では欠席が多くなりますし、時間的に短く会話
する暇が無いと会員から提案がありましたので理事
会で決定し行うことになりました。年 2回の夜の集

まりでは少ないということで親睦を深める為に夜の
例会を今年度は増やすことにしました。回数や内容に
ついては皆さんと意見交換し、2カ月に 1回は夜皆さ
んと楽しい会話をしたいと考えております。以上です。
◎幹事報告－佐藤政司幹事

・地区大会の参加者が現在 22 名と
なっております。まだまだ受付
中ですので宜しくお願いします。
・いわき平ロータリークラブ、い
わき平中央ロータリークラブ、
いわき平東ロータリークラブよ

り 9月のプログラムが届いております。
・今週日曜日は観月会ですので来週の例会は休会です。
・今日は分区の会長幹事会が夜開かれます。
◎副会長就任挨拶－赤津善宣会員

　皆さん、今日は。副会長の大役
がまさか私に回って来るとは思っ
てもおりませんでした。勉強不足
ですので今後一生懸命勉強してい
ろいろな知識を吸収し皆様のお役
に立てるように頑張りたいと思い

ますので宜しくお願い致します。
◎各委員会報告
◇出席委員会－児玉小委員長

　本日の出席状況は下記の通りで
す。少し涼しくなって来ましたの
で出席率向上にご協力をお願いし
ます。
それか
ら 9月

の出席奨励賞をお渡しし
たいと思います。安斎憲
次郎会員、中島國晴会員、
赤津善宣会員、川口登志

雄会員前の方へどうぞ。おめでとうございます。
◇親睦活動委員会－佐藤次男委員

　今日は、親睦活動委員会より誕生
祝を差し上げたいと思います。8月
10 日白土周一会員、9 月 14 日牧野
新太郎会員、9月 4日関根昭蔵会員、
9 月 8 日櫛田幸雄会員、9 月 30 日
髙瀬政男会員がお誕生日です。前の

方へどうぞ。おめでとう
ございます。それから今
週日曜日は観月家族例会
です。現在 34 名の出席を
戴く予定になっております。
植田駅前を 7時 30 分に出
発し横浜へ向かい、お昼は
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで
食べて、午後から横浜開国博覧会を見学します。植
田着は 19 時 30 分を予定しておりますので日曜日を
お楽しみにして下さい。
◇スマイルボックス委員会－川口小委員長
・雑誌広報の関根会員、新世代の清
水会員本日はご苦労様です。
　　　　　　　　　　　金成会員
・誕生祝ありがとうございます。
髙瀬、白土、牧野、関根、櫛田各
会員
・出席奨励賞ありがとうございます。

川口、佐藤（次）、赤津、安斎、中島各会員
・本日例会早退ごめんなさい。　　　　　  安斎会員
・前回の例会休んでごめんなさい。矢吹、神白、越田和、
佐藤（次）、赤津、小熊各会員
・連続欠席ごめんなさい。　　　　　　　  猪俣会員
・前回矢代会員の卓話の歓迎が遅くなってごめんなさ
い。　　　　　　　　　　関根、渡辺（勉）各会員
・愚兄賢弟比例にてバッチを戴きました。御厚情あり
がとうございます。　　　　　　　　　   吉野会員
◎ロータリーの友紹介－関根雑誌広報小委員長

　今月は新世代月間です。最初にＲ
Ｉ会長の指定記事が掲載されており
ますが新世代委員会から説明があろ
うかと思います。14 ページには朝
日ニュースターコメンテーターの田
岡俊次氏が「開発で戦争・テロは防

げるか」というタイトルで載っています。戦争は開
発が進んだ国が起し、戦争の為に開発が進み武器、
航空機、戦車その他もその為に開発されたものだと
言っています。今や各国はボーダーレスの時代に入
り究極の戦争は無くなったように感じます。その原
因の 1つは核兵器が登場したからです。最後にこの
ような戦争を防ぐ組織は国際ロータリーではないか
と結んでおります。縦組み最初には八瀬善郎さんが
「自然と人－戦後文明の中で何を失ったか－」を書
いています。横井庄一さんの帰国等必読の内容です。
26ページにはロータリーアットワー
クに郡山北ロータリークラブのタ
イムカプセルの記事が掲載されて
います。
◎新世代委員会－清水小委員長
　新世代委員会のテリトリーは、イ
ンターアクト・ローターアクト・ラ

イラの 3委員会で、構成されています。Ｒ・Ｉの手
続き要覧を見ますと、青少年交換委員会も新世代委
員会に属しますが 2530 地区では、国際奉仕委員会に
属しています。インターアクトについて述べさせて
いただきます。1962 年に発足して奉仕と国際の心を
涵養し世界的友好精神の中で共に活動しようと高校
に在学中の学生、又は 14 ～ 18 才までの若人で結成
されたクラブのことであります。当地区では 13 ク
ラブがあります。各学校それぞれ工夫を凝らして素
晴らしいプログラムを組んでおります。例を申し上
げますと、あしなが募金、幼稚園や老人ホーム慰問、
公共施設の清掃などです。ペットボトルキャップの
回収を行っている学校もたくさんあります。聞くと
ころによりますと引き取らない業者があり、そのう
え 1,000 個で一人分のワクチンでは運賃のほうが高く
つくと言う問題が発生してますが、地区の環境保全
委員会委員長の伊野勝彦さんが全体的な回収を行っ
ており困ったことがありましたら相談してみてくだ
さい。ローターアクトは 1968 年発足、提唱Ｒ・Ｃの
近隣地域内に居住、就職、就学している 18 ～ 30 歳
までの男女によって構成されているクラブです。目
的は個々の指導力の開発、道徳と人権尊重、奉仕と
世界平和を推進する若者を養成し行動を起こすこと
であります。実は地区のＲ・Ａ・Ｃは危機的な状態
にあります。と申しますのは会員の減少で社会人対
象のクラブが 5つのうち 2クラブが休眠の状態で、2
つのクラブは 3～ 5人で活動がまず、郡山西Ｒ・Ａ・
Ｃだけが 17 名で活発に活動している状態です。い
わき分区には、いわき平Ｒ・Ａ・Ｃクラブがありま
すが会員が 0の状態ですので、いわき分区でお子様
や社員をおくっていただければと思います。最後に
なりますがＲＹＬＡ（ライラ）とは、Rotar Youth 
Leadership Awards の頭文字をとったもので 14 ～ 30
歳までの青年男女のための野外活動のプログラムで
す。青少年の指導力と善良な市民精神そして国際理
解と平和の貢献する資質を伸ばすことを目的として
います。1959 年オーストラリアとニュージーランド
で実施し青少年の指導教育に素晴らしい効果が認め
られ、1971 年ＲＩが正式に採用されました。当地区
では 1泊 2日で研修をしておりますが、他地区では 2
泊とか 3 泊で行っているところもあります。一昨年
第 1回の全国ロータリアンによる研修会に出させて
いただきました折、特に目を引いたのは 2750 地区（東
京）では、東大、慶応、早稲田、学習院、青山といっ
た名門大学生を集めた、2680 地区（兵庫）では瀬戸
内海の小島で双方とも 3泊 4 日で研修を行っている
との事でした。また世界大会が毎年行われ日本から
も数名参加しているとの事でした。昨年度当地区で
は、初めての試みで 2770 地区（埼玉南東）との合同
で野口英世を知ろうと言うことで、先方から 96 名当
地区から 65 名総勢 160 名の参加で猪苗代ホテルリス
テルで行いました。英世の生家の見学の後、記念館
の小桧山六郎氏の講演、リーダーになる条件と題し
て 10 グループに分けてのデスカッション、エアロビ
スク、バーベキュウ、翌日は白虎隊の墓、日新館の
見学等を行い大変有意義なひと時を過ごしました。
今年度は来年 5 月 23 ～ 24 日の予定で、会津若松で
行います。ここ数年参加者が少なく、是非クラブで
も参加をおねがいします。


