
◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、今日は。今日は気温も上がり暖かくなり
ました。実は 2月 10 日午後 1時よりホテルミドリさ
んのこの例会場に於てしあわせのクローバー運動の
実施について報道関係者出席で記者会見を行いまし
た。環境保全委員会の鈴木雅之副委員長が司会とな
り進行致しました。出席者は私と創立 50 周年記念実
行委員長の渡邉公平会員、磐城農業高等学校インター
アクトクラブ顧問の金成力先生、ミツバチプロジェ
クトの生駒祐健会長、そして環境保全小委員長の渡
辺勉会員が主旨説明、実施方法、ミツバチプロジェ
クト連携、具体的計画について発表致しました。そ
の後質疑応答を行いました。同席しました遠藤嘉一
社会奉仕委員長、後藤泰治新世代委員長、山下喜一
幹事大変ありがとうございました。第 1回目の種蒔
きが 3月 4 日日曜日、10 時から岩間地区で行う予定
になっています。第 2回目は 4月 1 日同じく 10 時か
ら行う予定です。詳細については渡辺勉環境保全小
委員長より連絡があると思いますので宜しくお願い
します。私からは以上です。
◎幹事報告－山下喜一幹事
・皆さんにお願いですが下期に入り 1カ月が過ぎまし
たが、まだ年会費未納の方が 4名程いらっしゃいま
す。速やかに納入をお願いします。
・3月 4 日に行われるクローバー種蒔きの参加者はＣ
ＣＰの事務所前に午前 9時集合し 10 時から種蒔き
を行いたいと思います。多数の参加をお願いします。
・3月 10 日東日本大震災祈りの集いがいわき平球場
で午後 4時から行われます。この集いについても多
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数の参加をお願いします。出欠確認を回覧しており
ますので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。
◇スマイルボックス委員会－佐久間小委員長
・チョコもらって嬉しくてスマイル。
川中、船橋、岩元、小松崎、佐久間、渡辺（勉）、鈴村、
富岡各会員及び赤津会長、生駒副会長、山下幹事
・チョコもらえずちょっと寂しいからスマイル。
矢代、小熊、佐野各会員及び渡邉公平ガバナーノミ
ニー
・パスト会長卓話パート 2で 10 年前の話をさせて戴
きます。　　　　　　　　　　　　　　　関根会員
・前回例会休んでごめんなさい。

鈴木（雅）、橋本、荒川（義）各会員
・本日早退ごめんなさい。越田和、斉藤、遠藤各会員
◇創立50周年記念事業実行委員会－吉野会員

　駅前に設置するモニュメントは
順調に進んでおります。先日先生
から電話を頂戴し 9 日に毎年六本
木の国立新美術館で開催される展
覧会に是非出品して皆さんにご覧
戴いてから設置してはとお話があ

り、先日の理事会と市のご了承も得て 10 月に設置し
除幕式を行うことになりました。ご報告致します。
◇環境保全委員会－渡辺　勉小委員長
　現在回覧中ですが 3月 4 日にクローバーの種蒔き
を行いたいと思います。当日 9時前にＣＣＰの前に

こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

ロータリーソング
－今月は世界理解月間です－

4つのテスト
　　遠藤　嘉一	会員

　パスト会長卓話　　関根　昭蔵 会員　

　9月 11 日はアメリカ同時多発テロ事件から 1年目
になります。その 1年前Ｈ 13 年（2002）9 月 11 日に
同時多発事件が起きまして貿易センタービルにアメ
リカの旅客機が突込んでる様子を何度もＴＶに映し
出されました。これがちょうど 1年前でした。
　9月 18 日は第 2000 回の例会でした。そしてこの日
は観月家族会として先日 50 周年記念式典会場となっ
た、コリーナで行われました。このときロータリー
財団奨学生としてイギリスマンチェスターに派遣さ
れておりました早坂昌彦さんも出席されて、報告を
していただきました。コリーナを会場としたのは親
睦活動委員長だった後藤会員が、そこに行って料理
の試食をして来て、これなら大丈夫だと言うことで
決めましたピアノ演奏などあり盛大に開催されまし
た。
　10 月 16 日は第 2004 回例会で
　北朝鮮に拉致された生存者 5 人が帰国しました。
10 月 15 日これで拉致された人々が全員帰って来るも
のと思っていたが、その後は今日迄ご承知の通りの
有様です。
　平成 14 年 11 月 17 日の日曜日内郷ＲＣ創立 40 周
年記念祝賀会がありました。当クラブからは 11 名の
参加。報徳苑で開催されましたが、現在はすっかり
変ってしまってヨークベニマルが出店しております。
　平成 14 年 12 月 11 日は第 2011 回例会で
　小柴東大名誉教授と田中島津製作フェローお二人
が揃ってノーベル賞に輝き、その授賞式がこの日朝
ありました。
　平成 15 年 3 月 19 日は第 2023 回例会でした。
　中東でアメリカがイラクに対して軍事介入する猶
予時間を 48 時間と発表しました。その結果、ご存知
通りフセイン大統領を捕縛して、裁判にかけられま
した。
　平成 15 年 4 月 9 日は第 2026 回例会で
　ニューヨーク・ヤンキースに移籍した松井選手が
メジャー第 1号ホームランを打ち、ヤンキスタジア
ムは大騒ぎとなりました。時は移りその後オークラ
ンドアスレチックスに移りましたが、現在はフリー
エージェントの行使先を探している状態です。
　平成 15 年 5 月 28 日　第 2032 回例会
　平成 15 年 5 月 26 日地震が発生しました。
　震源地は岩手県で宮城県沖でＭ 7.1 深さは 70㎞と
発表されました。1978 年（33 年前）6 月には宮城県
沖地震が起きてます。
　これら一連の地震が 2011.3.11 に起きた地震の引き
金になっていたのかもしれません。
　東日本大震災と原発の放射能汚染が一日でも早く
収束出来る日が来ることを祈るばかりです。

集合して戴きバスで移動します。
そして 9時過ぎから現地に入り黙
祷を行い種蒔きを行います。種蒔
きする距離は約 400 メートルで岩
間が終りましたら佐糠も行いたい
と思います。午前中時間がかかり
ますが宜しくお願いします。
◇米山記念奨学会－髙木小委員長

　2月 5日（日）に磐梯熱海ホテル
華の湯で米山記念奨学会の会合が
ありました。米山記念のメンバー
は新入生を含め 35 名、役員、大学
の先生、カウンセラーで盛大に開
催されました。いわきからは私と

いわき小名浜ＲＣ、いわき桜ＲＣのカウンセラーを
含め学生と一緒に参加し御礼と今後の抱負を発表し
ました。
◎パスト会長卓話－関根昭蔵会員

　パスト会長卓話パート 2 となっ
ておりますが、5年程前に会員卓話
は歴代パスト会長卓話シリーズと
してとりあげられました。その時
私もお話をしましたが、その他に
もれた部分もありましたので、こ

こでお話をしたいと去年 7月プログラム委員会に所
属しまして、児玉委員長から、卓話に穴はあけられ
ないので、委員としていつでも出来る様準備をして
おいてくれと言われておりました。赤津年度も 8ヶ
月に入りまして、私のピンチヒッターは無くなった
と思っておりましたところ、急に出番がまわって来
ました。
　内容は 10 年前第 41 代会長として務めたときにな
ります。10 年一昔と言いますが最近では移り変りが
激しいので、5年一昔になってる様です。
　10 年前を振り返って、例会内容以外にいろいろ話
題ある出来事がありましたので、順を追ってお話さ
せていただきます。
　02 ～ 03 のＲＩ会長はビチャイ・ラタクルさんと
言ってタイ出身の方でした。「慈愛の種で播きましょ
う」平成 14 年 7 月 3 日が初例会第 1990 回でしたが、
その前 6月 30 日に「いわき鹿島ＲＣ」が誕生いたし
まして、その認証伝達式に参加しました。この日は（7
／ 3）は常磐共同産業勿来事業所　取締役　藁谷茂様
の入会がありました。
　また米山奨学生で台湾からの劉羚さんが出席され
て奨学金を渡しました。
　9月 4 日第 1998 回の例会はガバナー公式訪問でし
た。ガバナーは阿久津肇氏で、この日川口登志雄さ
んが入会され阿久津ガバナーにバッチを付けてもら
いました。尚この日は私の誕生日でした。


