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◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、新年明けましておめでと
うございます。今年も宜しくお願い
申し上げます。皆様には健やかな
良い正月を迎えたことと思います。
2012 年度は楽しいクラブを目指し務

めて行きたいと思いますので宜しくお願いします。
それから皆さんのテーブルの上にウコンを用意致し
ました。今日は新年例会ですので元気良くウコンで

乾杯したいと思います。鈴木修一郎
直前会長宜しくお願いします。それ
と 1 月最初の例会ですので米山記念
奨学生の朱美善さんへ奨学金をお渡
し致します。前の方へどうぞ。今年

は辰年です。東日本震災
の 1日でも早い復旧復興
を願っております。年度
後半も皆様にお世話にな
りますが宜しくお願いし
ます。
◎米山記念奨学生朱美善さん挨拶

根皆さん、明けましておめでとうご
ざいます。今年も宜しくお願いしま
す。クリスマス家族会は欠席してしま
い申し訳ありませんでした。今後は
体調管理に気を付けて欠席しないよ

うにしたいと思います。今年の初詣では静岡県にあ
るお寺に友達と行って来ました。毎年韓国にいる家
族の健康と日本の生活が無事に過ごせるようにお祈
りをしています。今年は福島が早く復興出来るよう

出席状況  正会員数　　　55名　　　　　　　本日出席会員数　　　43名
  本日の出席率　　　78.18％　　　　　　　修正出席率　　　86.79％
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に祈って来ました。そして皆さんとはあと 2ヶ月で
お別れです。残っている奨学生の時間を大切に楽し
く過ごしたいと思います。ありがとうございました。
◎幹事報告－山下喜一幹事
・第 2530 地区 2011 ～ 2012 年度の
地区大会は 3 月 24、25 日に郡山
で開催されます。申し込み〆切り
が 2月 1日ですので 1月 25 日（水）
の例会日までに幹事へ出欠をご連絡下さい。
・来週 1月 16 日（月）に東京江戸川ロータリークラ
ブの新年例会へ赤津会長以下 10 名で出席して参り
ます。
・第 2期猪苗代湖水草回収作業参加の御礼が届いてお
り、今後 3年間実施する予定となっています。
・創立 50 周年記念式典の写真集を回覧中です。
・3月 11 日の東日本大震災の記録が相馬市災害対策
本部より届き写真集を回覧中です。
・東京江戸川ロータリークラブの週報 12 月 19 日分と
26 日分が届いております。
・1月プログラム予定表がいわき小名浜、いわき鹿島、
いわき常磐の各クラブより届いております。
・本日例会終了後理事会を開催しますので理事者の方
の皆さん宜しくお願いします。
◎各委員会報告
◇出席委員会－峯口小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。
年度後半も出席率向上にご協力をお
願い致します。
◇スマイルボックス委員会－佐久間小委員長
・今年が幸多い年になることを祈って。

こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

君が代

ロータリーの綱領
　　　　　赤津　善宣 会長

－今月は理解推進月間です－

対し≪いつものように行動しよう≫と、愛国心を奮
い立たせた逸話記事を目にします。震災後の外部環
境は自然の猛威に打ちのめされながら、寄り添い助
け合い、耐え忍び、なんとかしよう・なんとかなる
と覚悟する東北人魂が、世界から注視され、我々ロー
タリアンも同じ復興への思いをよりどころに、活動
を継続して行かなければなりません。赤津年度・完
成予定の≪鎮魂モニュメント≫は、志半ば犠牲にな
られました方々の霊を弔う精神的バックボーンに寄
与することを祈願します。
　降ってわいたように飛び込んできたガバナーノミ
ニーを拝命し、半年が経過しました。昨年 6月 30 日
ロータリー財団地域セミナー（ZONE1・2・3）プロ
グラム参加 435 名翌 7 月 1 日ガバナー・元・次期ガ
バナー懇親会。参加者 362 名。於）グランドＰＨ高
輪新任ガバナーの初舞台・自己紹介に気合満点、地
区ＰＲを拝聴。次いでガバナーエレクト自己紹介が
ありました。ノミニーも参加しなさいにも拘らず、
同期は 13 名。ということは、半数以上が未決定と推
察されます。
　プログラムの挨拶と乾杯に、敬愛する元ＲＩ理事
菅野多利雄先生のお名前が目にとまり「Ａ－ 3」メー
ンテーブルには元ＲＩ理事諸兄が矍鑠とご着席され、
開会直前までご挨拶詣でが止みそうにありません。
このチャンスを逃してなるものぞ、と意を決してそ
こに割込みました。やっとの思いでご拝眉叶え、握
手し「今日一番うれしかったことは、君に会えたこ
とだ」人蕩術と言うか勇気づけらました。そんなご
縁で 11 月 12 日（土）塩釜ＲＣ創立 60 周年記念式典
参加が叶えました。記念講演講師・桜井よしこ氏「今、
日本が直面する内外の課題」塩釜市民交流センター。
参加者約 300 名
　塩釜ロータリークラブは当クラブの 10 年先輩。会
員数 43 名中の名誉会員です。スポンサークラブ・仙
台ＲＣ。先生著書『遥』中島会長年度にご恵贈。そ
の当時、羽田会員を窓口に当クラブご訪問予定が、
怪我で車椅子になり流れた経緯がありました。
　2011 ～ 2012 年度　国際ロータリーゾーン 1.2.3
　第 40 回　ロータリー研究会　2011 年 11 月 24 日
（木）、26 日（土）
於：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル
召集者ＲＩ理事　近藤　雅臣氏（千里）
　23 日（水）ロータリー財団地域セミナー参加のた
め前日から宿泊。
　その目的は、ロータリーの最新の方針、プログラ
ムに関する情報を学び、それらに即したテーマの下、
検討を重ね、クラブ活力に資することにあります。
　各研究会参加の機会を与えて下さったことに併せ
スピーチタイムを頂いたことに感謝申し上げます。
ロータリー研究会・詳細は『友』1月号横書き 12 Ｐ
～ 32 Ｐご覧ください。

押田、髙瀬、越田和、清水、吉野、
斉藤、児玉、冨澤、矢代、髙木、
後藤、川中、馬上、本間、荒川
（清）、峯口、遠藤、岩元、濱沖、
富岡、松崎、猪俣、鈴村、金成、
橋本、櫛田、川口、関根、佐久間、鈴木（修）各会
員及び渡邉公平ガバナーノミニー、赤津会長、生駒
副会長、髙萩会長エレクト、山下幹事
・本日早退ごめんなさい。　　　　　佐藤（政）会員
・誕生祝いありがとうございました。

松崎会員、赤津会長
・しばらく休んでごめんなさい。

越田和、矢吹、佐野、小熊各会員
・本年は賀状を出しませんでした。頂いた方には本当
に失礼しました。ごめんなさい。　　　　川口会員
・渡邉公平ガバナーノミニーのお店の元スタッフの染
谷明彦様から震災に役立てて下さいと義援金をクラ
ブに送金がございました。渡邉公平ガバナーノミニー
・12 月 20 日に行われました「勿来ＲＣゴルフ愛好会」
にてＲＣ在籍最後に優勝する事が出来ました。あり
がとうございました。今後共宜しくお願い致します。

中島　國晴 様
◎年度上半期報告と下半期に向けて

－赤津　善宣 会長
　まだまだ不安定な日々が続いておりますが昨年東
日本大震災の影響によりガバナー公式訪問が例年よ
り一ヶ月程早くなりました。しかし、皆さんのご支
援、ご協力によりスムーズに進行し効果的に出来ま
した事厚く御礼を申し上げます。なんと言っても大
行事でありました未来に向けての創立 50 周年記念式
典並びに県立磐城農業高校インターアクトクラブ創
立 40 周年記念祝賀会を併せて挙行出来ました事は感
慨無量のものでした。渡邉公平実行委員長初め各委
員長と会員皆さんに節目のお祝いとして大変ご協力
を賜わりました事に心より感謝を申し上げます。私
の年度も無事半分が終り折り返しの月になりました。
下半期の 1月 16 日（月）に東京江戸川ＲＣに昨年の
お礼を含めて新年例会に出席することになっており
ます。3月 24、25 日は地区大会になりますので多く
の出席をお願いします。4月 15 日（日）は観桜家族
例会です。5月 13 日（日）はいわき分区ＩＭが開催
されます。5月 27 日（日）いわき分区ゴルフコンペ
が予定されております。6月 10 日（日）会長杯ゴル
フコンペがあって、私の年度も終りに近づくことに
なります。
◎ガバナーノミニーの今年の抱負

渡邉公平ガバナーノミニー
　今年こそは、安寧の一年でありた
いと念じ、新年を迎えました。おめ
でとうと言う心境にはなれませんが、
1914 年第一次世界大戦突発時、ウィ

ンストン・チャーチルは、不安押し寄せる英国民に


