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三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」
－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように －
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会 長 挨 拶（第 49 代会長

石川和広）
くお願いします。時間は十分にございます。

皆様今日は、お忙し

10 月 7 日の日曜日台風 25 号の影響で風の

い中例会ご出席有難

強い中、猪苗代湖の水草取りに郡山南ＲＣや

うございました。本

日大生などで総勢９５名参加があったそうで、

日は田村ＪＣ次年度

三春ＲＣからも 9 人のメンバーが参加しまし

理事長鈴木浩彰さん

た。帰りにハプニングありましたが雨も降ら

の卓話いただきます。

れずケガもなく良かったと思います。大久保

鈴木さんには 9 月 27 日の例会にひき続いての

利通が中心となって廃業武士の救済プロジェ

ご出席誠にありがとうございます。八文字屋

クトとして安積疎水を郡山に引く公共事業が

さんの長右衛門さんが初代で、私は 7 代でし

国家予算の 3 分の１ぐらい遣ってなされ、そ

たが、ＪＣの創立当時磐越東線が廃止されそ

れによって当時沼地ばかりで不毛の地といわ

うな情勢があったのでそれの存続のためにシ

れていた郡山が今のように発展したそうです。

ンポジウムなどをしたり、長嶋茂雄さんをよ

貴重な水源の猪苗代湖を守る清掃活動は大切

んで講演をしていただいた記憶があります。

な公共イメージ向上活動だと思います。ご苦

宗像俊樹さんが 33 代で鈴木さんが 38 代目に

労さまでした。

なりますか？本日はいろいろなお話をよろし

次の日、日頃の運動不足で節々が多少痛くな
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った方もいらしたかもしれません。ロコモ年

筋梗塞、脳卒中が多いそうです。1 日 15 分笑

齢でありますので「健康は幸せのもと」日々

うと 40 キロカロリー、脂肪換算で 6 グラム減

痛感していると思いますが、昨日 10 月 10 日

るそうで 100 日で 600 グラム、一年で２キロ

は体育の日、県民健康の日という事で民友新

減量できる計算ですが問題は 1 日 15 分笑える

聞が特集をしていました。その中に福島医大

かだかそうです。興味がある方は民友新聞の

の大平哲也教授の「簡単笑いヨガ」の記事在り

記事読んでみてください。本日もよろしくお

ました。笑いが少ない人は糖尿病、認知症、心

願いします。有難うございました。

田村 JC 次年度理事長鈴木様

幹

事

報

告

1. ２０１８－１９年度米山奨学生による体験発表会
締め切り 10/15（石川会長出席）
2. 青少年奉仕会議開催 常葉ロータリークラブ担当
11/11（日）開催

参加希望を回覧します。

3. 来週の例会は大内富雄ガバナー補佐訪問例会です。
友の見どころ担当は、増子博保さんです。
4. 青少年交換留学生３地区合同オータムキャンプについて
開催日：１０月２７日（土）～２８日（日） 登録受付 13：30
場所：三春の里

田園生活館 ☎0247-62-8010

参加費：お一人

10,000 円

各委員会報告
◇スマイルの発表

渡邉宏二クラブ管理委員長

合計金額


13,000 円


石川和広会長
鈴木田村 JC 次年度理事長を歓迎してまた

鈴木田村青年会議所次年度理事長ゲスト卓

猪苗代清掃に貴重な時間をボランティアし

話貴重なお話大変ありがとうございました。


て下さった会員の皆様に感謝申し上げスマ


渡辺利春さん

佐久間英一さん

イルします。

例会を祝して。鈴木さんの来訪有難うござ

白岩良子幹事

います。

鈴木田村 JC 次年度理事長今日は有難うご



橋本紀子さん
鈴木 JC 理事長今日はお忙しいところ有難

ざいます。卓話楽しみにしております。
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うございます。
お話楽しみにしております。


渡邉宏二

大内富雄さん
鈴木様の来訪を記念してスマイルします。

田村青年会議所次年度理事長鈴木浩彰さん
の来訪を記念してスマイルします。

ゲスト卓話
◇鈴木浩彰田村青年会議所次年度理事長
本日はご招待いただき、この様な場でお話をさせて頂く機会を
頂き誠にありがとうございました。まず本日ご招待を頂いた事で
ロータリクラブとはどんな組織なのかを少し勉強致しました。
１９０５年にシカゴに出来たのがスタートで、全世界に１２０万
人の会員がいるという事でした。青年会議所は遅れて１９１５年に発足し全世界に１５万人の会員数
がいます。という事は青年会議所の約１０倍の規模という事ですごい組織なのだなというのが第一印
象でした。事業は地域に寄り添ってという部分が我々ＪＣと共有する部分かなと思います。
そして本来ならこの時期であれば次年度理事長としての所信が出来上がっているので、その中身を
お話するべきなのですが、本年度これからから実施するメイン事業の実行委員長をやっていることと、
日本出向をしている為、現在ＪＣ活動が一年の中で一番忙しくなってしまい、次年度の事がまだ定ま
っていないので、今回は現在の青年会議所の紹介と私が入会に至った経緯をご紹介し卓話とさせて頂
きます。
●田村青年会議所の紹介
・現在の会員数２９名＋外部監事３名の計３２名で活動しております。
●田村青年会議所の活動紹介
・２月に大越地区の幼稚園、小学校、船引南小学校を対象に豆まきを実施しております。田村地区内の
商工会青年部が実施しておりましたが、私たちの実施地域のみ商工会青年部ではやっていないという
事もあり事業を起こしました。ただの豆まきにならない様、田村民話の会から語り部さんをお呼びし、
また田村高校美術部に協力してもらい、鬼五郎幡五郎伝説を紙芝居に起こし絵で見ながら歴史を知っ
た上で豆まきを行いました。田村の地には名前に「鬼」とつく英雄もいるという事を伝える事で、郷土
愛を深める目的がありました。また長い期間継続する事で大越地区では「大越の鬼は英雄だからこの
地では鬼は外はやらなくていい」となるくらい地域の伝説を、地域の子ども達に伝えたいという想い
もあり実施に至りました。
・４月には小野高校生と一緒に千本桜周辺のごみ拾いを実施致しました。田村青年会議所では数年前
よりゴミパトカーという事業を実施してきました。本年の理事長所信にもある「愛」という部分の方向
性を「郷土愛」という形で残す為に行われた事業です。桜が咲いている時期に地元の高校生と一緒に清
掃活動をする事で、素晴らしい観光資源を実感してもらい、将来生徒自身が通っていた地域を誇りに
思えるようにという想いが詰まっております。たくさんの生徒が参加してくださり、また先生方も一
緒に参加をしてくださり非常に協力的でいい事業になりました。
・９月にはみはる町商工会の協力のもと、
「愛姫コンテスト」を実施致しました。これは三春町の偉人
である愛姫の生誕４５０周年という時期という事と、さらに昨今滝桜の観光客数の減少もある為、三
春町の観光資源としてもう一本の柱にする為行われた事業でした。内容としては愛姫が１２歳という
3

若さで輿入れをしたという事で、三春中学校、岩江中学校の女生徒を対象に、
「もし今あなたがお嫁に
行く事になったら、大切な人へどんなお手紙を書きますか？」というお題のもと、お手紙を書いて頂き
ました。２０人近い生徒さん約１０名の生徒さんのお手紙を選考し、実際に舞台を設けて発表をして
もらうという事業でした。事業当日は会場中が涙し非常にいい事業になりました。
・これから来る１１月には本年度のメイン事業になる「田村クエスト冒険中」が実施される予定です。
これは福島県の児童肥満児率が全国ワーストという問題があり実施に至った事業になります。震災当
時、外で遊ばせないという考えが、現在では外で遊ばないのが当たり前になってしまった為出てきた
結果だと思います。それであれば、外遊びの楽しさをもう一度認識してもらう為に、RPG ゲーム風の
外で体を動かすオリエンテーリング事業となっております。興味がある方は秋祭り二日目当日に同会
場にて実施されておりますのでぜひ遊びに来てください。
●私が入会するキッカケになった経緯
私は約４年前に事業を起こしました。それまでは光通信という会社で営業所の所長を任されておりま
した。しかし、上司とうまが合わずこれ以上昇進が出来ないと悟った為、地元に帰りながら独立を致し
ました。独立の話を聞きつけた本田電設の本田康朗くんとロータリーの会員でもあり、田村ＪＣの先
輩でもある宗像俊樹先輩に勧誘をされ、田村ＪＣに入会を致しました。今まで知らない世界をたくさ
ん教わり、非常に刺激を受けた３年半となりました。おかげ様で当社は現在従業員も約３０名となり
三春町に飲食店「杜のあぶりや真仁」を出店する事でも出来ました。この様な刺激を今後は与えられる
側の人間としていたいと思います。

●質疑応答
閉会点鐘

国際ロータリー第２５３０地区
三春ロータリークラブ
TEL

FAX

E-mail

例会場

割烹文字屋

三春町字大町 18-１

62-5757

62-3174

hashimoto@8monjiya.jp

事務所

〒963-7759

三春町八島台 5-3-9

62-2334

62-2334

rcmiharu@gmail.com

会

長

石川

和広

三春町字中町 1-1

62-2630

62-2222

dr-kazu@joy.ocn.ne.jp

幹

事

白岩

良子

三春町字南町 55-3

62-6024

62-6034

yoshiko@fd-const.com

会

報

渡邉

宏二

三春町字荒町 60

62-2410

62-2410

yamadai@orange.plala.or.jp
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