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2009 ～ 2010 年国際ロータリーのテーマ
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幹  事　佐藤　政司

ＳＡＡ　丹野富二男

　   　　 釣巻　　穰会報小
委員長

出席状況 正会員数　　　54 名　　　　　　　
 本日の出席率　　　100％　　　　　　

第 2336 回　例  会　平成 21 年 10 月 28 日 ( 水・晴 )

地区大会報告

ロータリーソング
－今月は職業奉仕及び米山月間です－

4 つのテスト
　   　尾藤　秀士会員

◎安斎憲次郎会員へのお祝い贈呈
　安斎会員が昨日 10 月 27 日で 88 歳の米寿になられ
ました。以前当クラブに居らした助川さんに次いで 2
番目の米寿となります。大変めでたいことで、毎週
元気に例会に出席さ
れております。お祝
いの記念品と花束の
贈呈をしたいと思い
ますので、前の方へ
どうぞ。おめでとう
ございます。それから渡邉公平会員の奥様からバラ
の花束と、当クラブ元会員の河野坦司さんからも川
口会員経由で高価な花が届いております。
◎安斎会員挨拶

　私が入会したのはチャーター
メンバーがクラブを設立した翌
年位だったと思います。当時は
山形と福島が 1つの地区で、地
区大会が山形で開かれました。
当然 1泊することになり、お酒

を飲んだり、麻雀をしたりと年 1回開かれる地区大
会は大人の修学旅行という名前を付けて楽しんでい
ました。今後も健康の続く限りは例会に出席し続け
たいと思います。宜しくお願いします。
◎会長報告－遠藤会長
　皆さん、今日は、只今安斎会員へ米寿のお祝いを
差し上げた所ですが、米寿や卒寿等の呼称のいわれ
をご承知でしょうか。最初に祝うのは60歳還暦です。

還暦は 60 年で組合せが 1 回りする為です。次に 70
歳古稀は唐の詩人の詩に「人生 70 歳、古来稀なり」
にちなんで付けられました。今では 70 歳は稀でも何
でもなくなりました。ちなみに当クラブ平均年齢は
66.7 歳でした。次に喜寿ですが喜の草書体が七十七
と読めるからだそうです。次の 80 歳傘寿は傘の略字
がハナと読めるところからです。そして安斎会員の
米寿は米の字を分解すると八十八になるからだそう
です。90 歳は白寿で卒の略字が九十と読めるからだ
そうです。99 歳は白寿です。百の字から一を取ると
白になるところから白寿となったそうです。その上
に 108 歳の茶寿、111 歳の皇寿があります。その年齢
位まで安斎会員にはお元気でいて下さい。地区大会
のお話もしたかったのですが、後程地区大会報告の
時間がありますので私からは以上です。
◎幹事報告－佐藤政司幹事
・24 日、25 日の地区大会に参加された皆様ご苦労様
でした。勿来クラブは最後まで会場に残っておりま
したので、真のロータリアンだと思いました。
・押田会員へロータリー財団から表彰状が届いており
ます。
・いわき桜ロータリークラブ創立 5周年記念講演の佐
藤愛子さんのチケットが残り少なくなりました。

◎各委員会報告
◇出席委員会
　　　－渡邉公平副ＳＡＡ
　本日の出席状況はメーキャップ
カードが多数出ており、なおか

つ安斎会員の米寿の祝というとで 100 パーセントで
す。

◇スマイルボックス委員会－赤津副会長
・　安斎憲次郎会員の米寿を祝し
て。生駒、横木、押田、富岡、
鈴木（雅）、髙萩、髙瀬、渡邉
（公）、丹野、中島、松崎、峯口、
髙木、猪俣、後藤、釣巻、本
間、矢代各会員及び遠藤会長、

鈴木（修）会長エレクト、赤津副会長、佐藤（政）
幹事
・本日は米寿のお祝いのお花有難うございました。昨
日 27 日は八十八才の米寿を迎えました。健康の続
く限り例会には出席致しますので、宜しくお願い申
し上げます。　　　　　　　　　　安斎憲次郎会員
・地区大会出席の際は、目覚しが鳴らず遅れてしまい
ご迷惑をおかけ致しました。　　　　　　富岡会員
・地区大会ドタキャン申し訳ありませんでした。

佐久間会員
・地区大会の写真ありがとうございました。

川中、富岡各会員及び鈴木（修）会長エレクト
・勿来ＲＣ愛好会ゴルフコンペではからずも優勝させ
て戴きました。ありがとうございました。山下会員
・本日の例会早退ごめんなさい。　　　　　金成会員
・前回の例会休んでごめんなさい。小熊、松崎各会員

◎地区大会表彰授与
　ロータリー財団年次寄付特別表彰の表彰状が届い
ておりますのでお渡し致します。押田行正会員前の
方へどうぞ。おめでとうございます。

地区大会報告

　遠　藤　嘉　一 会長
　10 月 24 日 ㈯、25 日 ㈰ に第
2530 地区の地区大会が開催され
ました。24 日にはワシントンホ
テルで会長、幹事会があり 150

名召集の予定が、実際は 180 名位が集まりました。
最初に中澤ガバナーの挨拶があり、国際ロータリー
として重要なテーマでありながら、あまり取り上げ
られる事が無かった職業奉仕を主題にした地区大会

にしたいという内容の挨拶がありました。会長幹事
会の議事では前年度決算報告や会員数の減少による
収入減、決議案採択、地区各委員会の活動報告等が
詳しくありました。午後からは、地区指導者育成セ
ミナーがあり、ＲＩ会長代理として派遣された方が
渡辺好政氏で岡山県倉敷児島ＲＣ所属です。2006 ～
2008 年度ＲＩ理事を任命された方で、お話の内容は
職業奉仕の重要性についてロータリーの基本思想な
のに理解されにくいというお話でした。地区研修リー
ダーの紺野パストガバナーからは地区研修セミナー
は地区大会大会の前後に開催するので、もう少しじっ
くりやって見たいというお話がでました。そしてガ
バナー公式訪問の中間報告がありました。クラブ数
66 クラブ 、゚会員数 7月 1 日現在で 2,361 名で昨年よ
り 2.8 パーセント減だそうです。どこのクラブに行っ
ても会長幹事の最大の関心事のように思われます。
各クラブを訪問し意欲的な活動計画が多く、クラブ
の多様性や地域の特性を生かし誰もが真剣に取り組
んでいるというお話でした。続いて基調講演があり
「これからのロータリー」と題し中島治一郎氏のお話
がありました。内容は奉仕の思想、決議 23 － 34 の
意義、ロータリーの組織の在り方、本来のロータリー
の考え方に戻る等のお話でした。夜は、ＲＩ会長代
理の歓迎晩餐会があり沢山のアトラクションが披露
されました。25 日には皆さんも参加され会津風雅堂
で地区大会が開催されました。登録数 1,358 名で来賓
で祝辞を述べたのは佐藤雄平知事と菅家一郎市長で
した。素晴らしい記念講演があり「近代史に見る韓
日関係と奉仕の理想」というテーマでＲＩ 3720 地区
パストガバナーの姜順鉱（カンスンヘン）氏の講演
がありました。続いてフォーラムが開かれ「先人に
見るロータリーの心」というテーマで講演がありま
した。講師は木戸邦考氏で石門心学とロータリーに
ついてお話がありました。2 番目のフォーラムでは
「日本人の職業倫理」ということで文京学院大学学長
の島田火草子氏の講演がありました。3番目のフォーラ
ムには中澤剛ガバナーのお話があり、足元を見付め
顧みて徳を積み、善を重ねて行くという内容でした。
その後表彰、紹介、
等々沢山ありまし
たが、勿来ＲＣは
全員最後まで残っ
て真のロータリア
ンと称されて来ま
した。参加された
皆様大変ご苦労様
でした。
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2009 － 2010 年度　地区大会報告（写真編）
期　日　10 月 24 日（土）～ 25 日（日）　会場 24 日会津若松ワシントンホテル　遠藤会長　佐藤（政）幹事
 25 日会津風雅堂　鈴木（修）会長エレクト他 22 名
例会場「ミドリ」6 時出発　星稜倶楽部送迎マイクロバス 18 名　自家用車 2 名

会長・幹事出迎え

開演前のひと時　お茶ご接待にご満悦 山﨑パストガバナーを囲んで河野旧メンバー

表敬のツーショット

記念に何かと思案中（矢代会員）

クラブのポープ鈴木会員を歓迎

写真撮影　中島・渡邉各会員

姜順鉱講師取材中の『友』二神編集長

渡辺好政先生高話を熱心に受講

よさこい踊り園児に未来を！

『友』二神編集長とツーショット

地区役員を労って（押田会員）

地区大会次期開催地《県北第一分区》に

ＲＩ会長代理メッセージ

昼食後団樂さくらＲＣ佐々木さんと

スタンディングエール佐原ＰＧ 寺島ＰＧから当メンバーへ謝意

開演前のひと時

遠藤会長あいさつ 富岡パスト会長乾杯音頭

早退組ハンドルキーパー鈴木会員に安寧の笑み

仲間っていいナ

早退番長直前幹事「歌も命もオレに任せろ！」

二次会会長真骨頂満面の笑み

得意のノド披露

オレ自慢の歌

聞き上手これぞロータリアン

残留組腰痛も痛風もなんのその

懇親会の〆は手に手つないで

～トリオ？

のど自慢

素晴らしい歌声

幹事お疲れ様でした


