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例会日■平成 30 年 12 月 27 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 24 

 

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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皆様今日は、先週は

平成最後のクリスマ

ス例会皆様の多大な

るご協力のお陰様を

もちまして無事に終 

えることが出来ました。誠に有難うございま

した。厚く御礼申し上げます。本日の例会で私

の年度も半年間を終了し、あと４日で平成最

後の大晦日となります。年末になって天気も

株価も大荒れというクリスマスプレゼントま

で戴きましたが、例年発表されております今

年を表す漢字に「災」が選ばれた通り天変地異

の自然災害とトランプ大統領に代表されるよ

うな自国ファーストの「今だけ、金だけ、自分

だけ」の世界観を持った人達による人災に翻

弄された年でした。日本国も、来年は明治維新

政府が天皇中心の新しい国造りのために発案

した一世一元制も転機を迎えます。 

世界もバタバタしていますが、日本国を象

徴する天皇家もバタバタしています。まさに

“世界よ何処に行く、日本よ何処に行く”です。 

そういう状態で行く年が行き、新元号時代の

来る年を迎えます。 

三春ＲＣも５０年の区切りの年度で後半の

半世紀に入ります。時を同じくして私の会長

年度も後半戦となります。 

“繋げようロータリー、繋がろうロータリー”

のスローガン“のもと行く年の前半戦は地区

の公式行事や例会で皆様のご協力いただきま

した。来る年の後半戦は まず会員増強を図

り橋本年度の時に、できるだけ多くの会員と

共に５０周年を迎えたいと思います。皆様の

さらなご協力よろしくお願いします。一人の

会員が一人入会者を募れば３６人でスタート
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した三春ＲＣの原点に還ります。そして入会

者がいましたら、その入会者に対し皆様の全

力でのフォローもよろしくお願いします。始

めは“ロータリーよ何処へ行く、昼飯を食いに

ゆく”で良いと思います。親睦を深め退会者の

防止が大事と思います。繰り返しますがご協

力よろしくお願いします。本日はくる年にそ

のような願いをこめまして行く年最後の例会

を、２３１２回の点鐘の鐘のねとともに豪華

例会の昼食でくる年に備えたいと思います。

よろしくお願いします。本年は誠に有難うご

ざいました。来年もどうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 49 代幹事 白岩 良子           

１． 次回の例会は平成 31年 1月 10日（木） 

新年会若松屋さん午後 7時からです。 

２． 平成最後の年の暮れそして平成最後の新しい 

年が皆様にとって良い年になりますように、 

心からご祈念申し上げ、心もとない幹事でし 

たがまた後期に向かって一生懸命取り組みま 

すのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

◇川又暉之財団・米山委員長          

今年度、財団・米山の前期分を振込しましたので 

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 福原義守さん・・1年間大変お世話になりました。新年もよろしくお願い申し上げます。 

 川又暉之さん・・この 1年に感謝して。来年もよろしくお願いいたします。 

 

 

幹事報告 

 

 

各委員会報告 

 

   

 

合計金額 2,000 円 
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ベネファクター       マルチプル・ポール・ハリス・フェロー  マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

 

 

 

 

 

 

 

     新米山功労者           新米山功労者            リーダー研修終了証 

 

 

◇富山和明さん               

 

今年最後のロータリークラブ卓話ということで、 

三春のこの 1年を振り返ってみたいと思います。 

 7月には、北町に「三春きたまち蔵」がグラン 

ドオープンしました。町が整備したもので、１つ 

の蔵は観光案内所、もう 1つの蔵にはアニメ制作 

会社の福島ガイナが入居しています。福島ガイナ 

の蔵は 1階が展示スペース、2階には人形劇アニメの制作スタジオを設けていて、観光客も楽しめるよ

うに工夫しています。蔵には増子博保さんが以前住んでいらっしゃったので、歴史を知りたい方は、ぜ

ひ増子さんに聞いてみてください。少子化による閉校校舎の利活用や、後継ぎ問題による空き家対策

など、今後も古くなった施設の再利用は進んでいくのではないかと感じています。 

ところで、福島ガイナはこれまで「福島ガイナックス」の名称でした。今年に名称変更しました。こ

れは、エンターテイメント事業などを手掛ける東京の「木下グループ」の傘下に入ったためです。木下

グループは映画配給会社を持っていて、福島ガイナは傘下入りしたことで、自作アニメの発信力強化

を狙っています。 

 秋祭りでは、愛姫行列が再現され、大いに盛り上がりました。愛姫役を務めたのは三春中の女子中学

生です。田村青年会議所が夏に実施した「愛姫コンテスト」で最優秀賞を受賞した生徒さんが愛姫役に

選ばれました。 

 コンテストは家族への感謝の思いを発表するものでした。私と民報の米谷さんは作文の審査委員を

任されましたが、どれも涙涙の素晴らしい内容でした。ただ、感謝を伝える対象は母親がほとんどで、

父親には数行程度ふれるくらいでした。今のお父さんはますます頑張らなければいけないとの思いを

会員卓話 

表彰状伝達 
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強くした体験でした。 

 訃報もありました。西山医院の西山忠元（ただもと）先生が９２歳でお亡くなりになられました。警

察医を長く務め、田村医師会長にも就任された方です。最期は敗血症とのことでした。 

 西山先生のご家族に話をうかがう機会がありました。先生は 80代後半まで現役の医師で、その後に

施設に入られてからも、聴診器を片手にお年寄りの診察を続けたそうです。 

 先生は、患者の最期を当てるのが得意でした。家族にきちんと看取ってほしかったからだそうです。

自らも「何日の何時何分に死ぬ。記録しておいてくれ」と言い残したそうです。実際になくなったの

は、その約 1 時間前。自分の最期をほぼ正確に言い当てたところに、生涯現役医師のすごみを感じま

す。とりとめのない話で恐縮ですが、卓話を終わりにしたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

◇橋本国春さん               

 

今年度の会員卓話は、職業について、ロータリー 

の目的の第 2では、職業上の高い倫理基準を保ち、 

役立つ仕事は・・・・・ロータリアン各自の職業を 

高潔なものとすること。第４では、奉仕の理念で結 

ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国 

際理解、親善、平和を推進すること。が謳われており 

改めてロータリーは職業人の組織であることを認識し 

ました。 

私のロータリーでの職業分類は、入会当時の地方公共団体、元公務員。時々これで良いのかと思うこ

ともあります。定款第 8 条職業分類の一般規定 a では、本人の社会奉仕活動の種類を示すものでなけ

ればならないとあります。元公務員のままが良いのか、小規模でも今行っている農業が良いのかと思

っています。 

 公務員として私は、昭和５０年に町職員になって、平成２７年１２月退任までの約４１年間、産業課

から始まり農林課・都市整備課・ダム対策室・建設課・企画調整課・行革室・総務課等で働き経験ない

のが窓口、教育委員会でした。どの部署でも共通して言えることは、仕事は大変だと思えば大変だし。

難しい仕事でもやり遂げれば達成感が得られます。行政の仕事にこれで終わりと言うことはなく、常

に課題はあります。それをどう対処するかで行政の価値・評価があるのだと思います。苦しいことも楽

しいこともあった４１年間でした。 

  昨年行政区長をやってみて、仕事をお願いする役場の立場と受ける区長の立場での違いがあるな

と感じました。人は立場でものの見方も違うし、評価も変わってくるものだと改めて感じました。 

農業関係の仕事が長くその中で、昭和５９年に三春農民塾の仕事に関わり、その後課が変わっても

続けてきました。塾長の今村先生とは今でもお付き合いをさせて頂いています。今先生が農業・農村に

ついて言われている中の１つに、農業の 6次産業化があります。６次化とは、１次産業（農業）×２次

産業（加工）×３次産業（販売・情報）＝６次産業 （当初１次産業＋２次産業＋３次産業＝６次産業 

なぜ＋のでなく×なのかは農業が０ならダメと言う考えです。農業は生産するだけでなく、加工・販売

までして雇用の確保等地域の活性化を図ることを目指しています。 

 三春町でも農産物の加工が進められていますが、私たちも４年前から佐藤酒蔵の酒米（五百万石）づ

くりをし、今年は３０キロ入れで３６２袋（１トン）の収量がありました。出荷するだけでなく、町が

企画して、昨年から５月の田植え、９月の稲刈り、酒の仕込み体験と東京の方々と交流会を行っていま

す。 
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 農業は衰退産業だと言われるときもありますが、これだけの農地もあるし、生きて行くうえで大切

な食糧を生産する産業です。若い人が魅力を感じるような方策を考えなければと思います。農業の定

年・退職は年齢でなく自分の都合でできます。高齢になっても自分の体力に合わせて安全で、安心な作

物の栽培ができます。いろんな野菜を作る楽しみもあります。健康維持のためにも皆さんもどうです

か。福島大学にも平成３１年度食農学類が開設されます。 

 以上で会員卓話を終わります。 

 

◇橋本紀子さん               

みなさん、こんにちは、今年最後の例会で、職業 

奉仕のテーマでの卓話はちょっと気が重いです。 

ロータリーの職業奉仕という言葉の解釈は、それ 

ぞれの人の考え方や、職業によって違ってくると 

思います。“職業を奉仕する”のと“職業に奉仕す 

る〝の違いを考えてみました。イベントや、災害時 

などの時、無料で炊き出し、住民の健診、諸々の補 

修工事など自分の職業で奉仕することなどが、”職業 

を奉仕する“だと思います。これは社会奉仕をしていることになります。”職業に奉仕する事“とは、

自分の仕事（職業）をする事により、お客様の要求を満足させてあげて、それによって生じる取引業者

に利益をもたらし、社員の生活を守り、会社にも存続可能な利益を出し税金を納付して会社としての

義務を果たす。そのために経営者が（ロータリアン）鋭意努力することが職業奉仕と私は、理解してい

ます。 

私の職業はサービス業の中の飲食業に属します。少人数のお客様から、大勢のお客様にお食事や飲食

を提供したり、会議や講演会等の場所を提供したりしております。 

この仕事を経営していくためには、いろいろな行政からの指導や制約があります。 

職業によって、それぞれ違う行政指導があると思いますが、大勢の人が一時に集まる事、飲食すること

など、不測の事態が起きてしまった場合、直接命に係わる事なので建設事務所、消防署、保健所等々、

実に多くの検査報告などがあります。それらは費用的にも負担が多く大変です。当たり前の事ですが

真摯に受け止め、遵守しております。その上で仕事をしていく上で一番注意することは勿論、食の安全

です。食中毒、異物混入など、細心の注意を払って、特に夏場の調理などはあらゆるシーンを想定して

仕事をしています。次に時間を守ることです。何事があっても時間に間に合わせる事。これが結構大変

なのです。短時間のうちに、いろいろな、ご要望に応じた料理を作って、提供すること。そして勿論、

美味しく喜んで頂く事です。 

八文字屋をご利用下さるお客様にはそれぞれ、目的があって、集まられているのでその趣旨に沿え

るよう、気配りをして、部屋のしつらえやテーブルの配置、掛け軸等も集まりにふさわしいものと心掛

けております。すべてが総合で、完璧なものでないと、お客様に満足して帰って頂くことが出来ませ

ん。お料理も美味しかったし、時間通りに進んでも、お部屋の掃除、トイレの掃除、接客係の対応、フ

ロントの会計で待たされた、どれ一つとってもお客様にはアウトです。これらの仕事は、自分一人では

出来ません。社員に気持ちよく働いてもらいながら、限られた人員と、時間の中でお客様に満足してい

ただけるように努力することが、私の職業奉仕と考えています。 

最も自分の職業に努力する者が、最も多くの人に奉仕する事が出来る。 

この事を常に念頭に置いて仕事をしていきたいと思っています 
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会報委員雑感 （渡邉宏二）          

早いもので今年も残すところあと二日となりました。今日は朝から雪が降り冬将軍の到来？となりま

したので風邪などひかないようにご自愛下さい。会員皆様には、会報作成にあたり原稿をメールで送

信していただきましてありがとうございました。来年も引き続きご協力をお願いいたします。平成最

後の年末・年始を迎えますが、来年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう心からお祈りいたし

ます。それでは、良い年をお迎え下さい・・・。 

「笑う門には福来たる！！」           

 

 

 

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 

 

 

 

閉会点鐘 

平成最後年末の豪華お食事 
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