
 
  
  ２０１６年６月２日発行 会報８４０号  

           今週のプログラム  
（２０１６年６月２日 第８４０回例会）  

         
    卓話：「福島２１ＲＣ創立記念例会 」 

   

      担当：水本 徹 親睦委員長  

          次週のプログラム  
（２０１６年６月９日 第８４１回例会）  

        
卓話： 「職業奉仕フォーラム・後編」  
 

      担当：  小山 富夫 会員  
  

  

第 839 回例会  （2016 年 5月 26 日） 例会の記録 

＜式辞＞ 

福島 21 ロータリークラブ  

2015-2016 年度会長 野崎正広  
 本日、福島 21 ロータリークラブ 15 周年式典開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 福島 21ロータリークラブは、福島南ロータリークラブの 30 周年記念事業とし同クラブをスポンサ

ークラブに富永健治（白河 RC）創立時ガバナーのご指導をいただきながら、齋藤浩（福島南 RC）特別

代表のもと、2001 年 1月 31 日を創立記念日、2001 年 5月 15 日を認証日として、日本で 2300 番目、

県内 62 番目のクラブとして創立致しました。 

創立以来、ロータリーの目的の理解に努め、会員それぞれの企業活動を通して奉仕の理想を推進し、

多くの先輩ロータリアンの方々からのご指導を頂き、それを磨き上げ、そして今年度 15周年を迎える

こととなりました。 

 前回の 10 周年記念年度の 2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、今までに経験したことの無い

未曽有の災害が発生し、そこから復興・復旧と慌ただしく時間が経過して今年で丸 5年が過ぎまし

た。この 5年を振り返ってみますと、我々福島 21ロータリークラブは、微力ではありますがふるさと

福島の元気を取り戻せるよう活動をして参りました。 

 まず、『福島県学生親睦囲碁大会』春、秋 2回開催の『西口駅前通り清掃作業』そして「歌で福島を

元気に」プロジェクト『みんなで繋ごう歌祭り』の開催を行って参りました。各活動の開催ごとに、

気づかされること、そしてこちらが感動を頂くことも御座いました。今後も、これらのロータリー活

動を通して奉仕活動を進めて参りたいと考えて居ります。 

 結びに、これまでの福島 21ロータリークラブの発展の為にご努力頂いた歴代会長・幹事をはじめ会

員の皆様方、そしてご指導ご協力を頂きましたすべての先輩ロータリアンの皆様に心から感謝を申し

上げ、ご挨拶といたします。                                                                                                                             

 



  

  

ごあいさつ 

                             福島 21ロータリークラブ   

15 周年記念式典実行委員長 山田三郎 

 

本日はご多用のところ、RI2530 地区ガバナー酒井善盛様を始め、多数のロータリアンの皆様のご

臨席を賜り、福島 21 ロータリークラブが創立 15 周年記念式典並びに祝賀会を開催できますことは、

会員一同にとり、この上ない喜びであります。 

 福島 21ロータリークラブは 2001 年 1月 31 日福島南ロータリークラブ様のご指導の下、創立会員 45 名

で県内 62番目のクラブとして結成創立致しました。 

 この 15年を振り返りますといくつかの思い出があります。まず私達は 2002 年春にモンゴルを訪問し、

この国で初めて創立されましたウランバートル RCとの国際友好クラブの調印をし、国際交流事業への記

念となる第一歩を築き上げました。また同年、草加 21RC と姉妹クラブを締結いたしまして交流を続けて

おります。そして 2003 年には東広島 21RC 様との姉妹クラブも締結致しまして、5年、10 年と記念あるご

とに交流を続けております。 

 2011 年 3 月 11 日には東日本大震災がありました。これは福島だけではなく、宮城県、岩手県と大被害

をもたらしましたことは皆様方もはっきり覚えていらっしゃることでしょう。この時に全国及び世界のロ

ータリークラブからご支援をいただきました。特に大阪千里メイプル RC様からは多大なご支援をいただ

きまして誠にありがとうございました。この時をきっかけに大阪千里メイプル RC 様とも姉妹クラブを締

結致しまして交流を続けております。 

 本日は東広島 21RC の会長エレクト財満様、そして大阪千里メイプル RCの会長松田様が福島 21RC15 周

年記念式典に遠方からご参加くださいました。誠にありがとうございました。 

 これからも福島 21RC は 20 周年、25周年と続けて参ります。今後とも暖かいご支援とご協力をお願い申

し上げ、歓迎の言葉と致します。 

千里メイプルＲＣ 松田会長挨拶 

   松田 親男 会長 

 本日は、福島２１ＲＣ創立１５周年、真におめでとうございます。福島２１ＲＣと私どもとは姉妹クラ

ブでございます。正式に姉妹クラブとした発足したのは 2012 年ですが、ご縁ができましたのは、2011 年

の東日本大震災がきっかけでした。震災への支援活動を模索しているとき、ふとしたご縁で、福島２１Ｒ

Ｃを知りまして、それ以後、福島での支援活動には、貴重なご意見を拝借したり、共同事業に協力させて

いただいたり、お世話になっております。今後とも、益々ご支援とご指導を賜りますよう宜しくお願いい

たします。 

 話は変わりますが、我がクラブは２月に、２６６０地区ＩＭ２組のロータリーデーのホストクラブを務

めさせていただきました。２６６０地区は８１クラブ約３６００人、そのうちＩＭ２組は１２クラブ４３

０人程度の組織です。当日は２６０人ほどが参加していただきました。 

テーマは 「Be a gift to the world ラオスヘ・福島ヘ」と題しまして、国際奉仕と社会奉仕の二つの切

り口から奉仕の原点を見直そうという企画でした。貴クラブのメンバー阿部ご住職にもご協力いただきま

した。私は二つの講演から、現地のニーズに的確に応える支援活動が奉仕の原点であるという当たり前の

ことを再認識いたしました。福島と大阪、近畿と東北、お互いの情報を交換しあって、ニーズを掘り起こ

すことが益々必要です。そのためにも、両クラブが今まで以上に友情を深め、一層親密な関係が末永く継

続することを祈念いたしますと共に、福島２１ＲＣの益々のご活躍とご発展をお祈り申し上げます。 

 最後に、私どものクラブのことで恐縮ですが、再来年 2017-2018 年度は、千里メイプルＲＣの２０周年

でございます。チョット早いですが、是非皆様、その節には大阪にいらっしゃっていただきます様お願い

致しまして、千里メイプルＲＣからのお祝いの言葉とさせて頂きます。ありがとうございました。 



 



福島 21 ロータリークラブ 

創立 15 周年記念式典 
司会 幹事   今泉 睦 

 

黙 祷 

         1．開会点鐘                                         会 長   野崎 正広 

         2．開会のあいさつ                                  初代会長   宗形 守敏 

         3．国歌斉唱 

         4．ロータリーソング「奉仕の理想」                 ソングリーダー第 4 代会長      佐藤 信博 

         5．実行委員長あいさつ                              実行委員長     山田 三郎 

         6．来賓・招待者・来訪クラブ紹介                            会 長   野崎 正広 

         7．会長式辞                                           会 長    野崎 正広 

8．特別代表あいさつ                                  特別代表      齋藤  浩 様 

9．来賓祝辞                                        福島市長    小林  香 様 

                                 国際ロータリー第 2530 地区ガバナー   酒井  善盛様   

             10．姉妹クラブあいさつ 

国際ロータリー第 2710 地区  第 8 グループ  東広島 21 ロータリークラブ 

                                       会長エレクト   財満 賢二様 

国際ロータリー第 2660 地区  千里メイプルロータリークラブ        会 長       松田 親男様 

         11．祝電披露                                        幹 事       今泉 睦 

         12．呉東ロータリークラブ様より支援金授与式  

国際ロータリー第 2710 地区  第 8 グループ   ガバナー補佐              土肥 慎二郎様 

             13．千里メイプルロータリークラブ様より支援金授与式 

                国際ロータリー第 2660 地区  千里メイプルロータリークラブ会長           松田 親男様 

         14．NPO 法人パンダハウスを育てる会様へ寄付金贈呈式            会 長    野崎 正広 

         15．記念事業報告                                                                     記念事業委員長      寺島 秀之 

                     ①NPO 法人パンダハウスを育てる会様へ寄付 

                  ②第 2 回みんなで繋ごう歌まつり 

                   ③福島県学生親善囲碁大会 

                   ④福島駅西口美化活動 

         16．感謝状・記念品贈呈                                 会 長     野崎 正広 

                                                        特別代表   齋藤 浩様 

                         「長年の清掃奉仕活動を表して」  前福島陸上競技会会長          片平 俊夫様 

         17．クラブ内感謝状・記念品贈呈                            会 長    野崎 正広 

                         歴代会長・幹事顕彰           第 10・11・12・13・14 代      会長・幹事 

         18．閉会のことば                                     副会長   松本 和彦 

         19．閉会点鐘                                        会 長   野崎 正広 

 

              諸事おしらせ                                     幹 事   今泉  睦 

<記念写真撮影> 

福島 21 ロータリークラブ 

創立 15 周年記念祝賀会 
司 会    小林 利光 

         1．開宴のことば                                   実行副委員長    松本 和彦 

         2．あいさつ                                      第 4 代会長     佐藤 信博 

         3．DVD 上映 ～記念事業 みんなで繋ごう歌まつりダイジェスト～ 

         4．鏡開き 

         5．乾杯                 国際ロータリー第 2530 地区パストガバナー         大橋 廣治様 

祝    宴 

         6．祝奏                                                  山木屋太鼓 

         7．アトラクション                                               21Band 

         8．ロータリーソング「手に手つないで」                             ソングリーダー 

         9．閉宴のことば                                    直前会長   木村 幸二 


