
1 

 

 

例会日■令和 1 年 5 月 9 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 40 

 

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 － 

Contents：ガバナー補佐訪問 

 

皆様こんにちは、

令和年度２回目の

例会で通算３９回

目の例会となりま

す。今月のガバナ

ー月信にもありま 

すが５月になり平井年度も残り２か月にな

り、必然的に私年度も２か月となりました。

地区協議会が５月１８日に行われ次年度体制

になってゆきます。今月のガバナーメッセー

ジは２５３０地区の現状報告がなされており

ます。それによりますと２００２年と２０１

９年を比較すると 

２００２年         ２０１９年                 

クラブ数  ６３         ６５ 

会員数  ２８３８名    ２３５９名  

４７９名減 （－１６，８％）                 

平均会員数  ４５名    ３６,３名  

(８,７名減) 

３０名未満のクラブ １０    ２７ 

（１７クラブ増） 

２０名未満のクラブ １     １４ 

（１３クラブ増） 

 会員の減少とクラブの小規模化が確実に進

行しているようです。 

三春 RC も３８名から２５名で１３名減でし

たが１名増えて２６名の１２名減の現況です。

日本 RC は２０２０年１０月２０日で創立１

００周年を迎え三春 RC は２０２０年１１月

２９日に創立５０周年を迎えます。日本 RC も

三春 RC も会員増強が共通の課題のようです。

「人は石垣、人は城、人は堀、情は味方、仇は

敵なり」と言いますように戦国の時代より人

【例 会】 司会：三條安國 SAA 5.幹事報告 10.閉会点鐘 

1.開会点鐘           6 各委員会報告  

2.ロータリーソング 「我らの生業」 7.友の見どころ 白岩良子さん  

3.四つのテストの唱和 8.会員卓話 渡邉宏二さん 大内富雄さん  

4.会長挨拶 9.分区ガバナー補佐の時間  

会 長 挨 拶（第 49 代会長 石川和広） 

第２３３８回

少年回 
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材が一番大事です。ただ、誰でも良いというわ

けでなく４っつのテストが実践できる人材が

増えることで繋がろうロータリー、繋げよう

ロータリー（５０年続いたロータリーが１０

０年続く）ようになると思います。ただ三春

RC は月信の最後のページの会員数報告の出

席率を見ますと９７,３８％と２５３０地区で

かなり高位置にあります。これは会員の皆様

がそれぞれいろいろな活動に積極的に参加さ

れている結果だと思います。小さな城下町三

春にふさわしく「山椒は小粒でもピリッと辛

い」三春 RC として活動の継続お願いします。

私の年度残り２か月ですが、その間先程の地

区協議会の前に１１日には春日部西との友好

クラブ更新式も控え、クラブ協議会で５０周

年態勢にも入らなければなりません。よろし

くご協力お願いします。月信の職業奉仕委員

会情報の中にロータリーはボランティア団体

ではない、慈善団体、社交団体でもない。職業

奉仕という金看板があるということも載って

おりました。ロータリよ、何処へ行く、昼飯を

食べながら地域を変えてゆくそういう団体が

理想なのかもしれません。本日もよろしくお

願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇白岩 良子 (第 49 代)                 

１． 5月 12日（日）・13日（月）親睦旅行・春日部西 

ロータリークラブとの調印式例会 

２． 5月 16日例会予定は次年度クラブ協議会でしたが 

地区研修協議会前なので 6月 13日に変更します。 

今年度後期の予定まとめクラブ協議会といたします。 

 

 

 

◇渡邉宏二クラブ管理委員長         

親睦旅行集合時間他について 

５月 12日～13日の親睦旅行の集合時間は、８地 45分  

９時出発です。集合場所は八文字屋です。 

宿泊先：塩原温泉 光雲荘 ☎0287-32-2414 

本日、令和２年５月 10日（日）に開催されます５０周年記念 

事業・式典の会場であります「まほら交流館」を予約してきま 

したのでご報告いたします。 

 

 

幹 事 報 告 

各委員会報告 
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◇スマイル発表                

富山和明クラブ管理委員より報告 

◇スマイル合計金額 5,000円 

 

💛大内富雄さん 

 4 回目のガバナー補佐訪問に参りました。 

💛白岩良子さん 

 ガバナー補佐訪問ありがとうございます。 

💛橋本国春さん 

 ガバナー補佐訪問例会を祝してスマイルします。 

💛佐久間英一さん 

 ガバナー補佐訪問を祝して。ご苦労様です。 

よろしくお願いいたします。 

 

◇渡辺浩さんへロータリーバッチの贈呈     

新会員福島民報社田村支局長渡辺浩さんへロータ 

リーのバッチ並びに四つのテスト贈呈 

 

 

 

 

◇5 月号担当：白岩良子さん         

5月 青少年奉仕月間 

横書き 

P3 RI会長メッセージ 

  青少年奉仕月間を様々な方法で祝いましょう。 

P7 特集 地域に合わせた様々な青少年奉仕の在り方 

  白河市と行田市のお互いを訪問交流が記載 

P14 考えよう、海洋プラスチックごみ 

P21 ガバナーのロータリーモメント 

P26 世界中で活躍「世界を変える行動人」 

 

縦書き 

P4 井村雅代コーチ 愛があるなら叱りなさい 

P9 クラブを訪ねて 八戸東ロータリークラブ 

P14 会津と薩摩を結ぶ友好のロータリー 

P22 ロータリーアットワーク グローバル補助金事業の報告 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーの友見どころ  

 



4 

 

 

 

◇渡邉宏二さん               

 

1959年 3月 13日生まれ、血液型はＡ型です。今年 60歳 

になり還暦となりました。パソコンで今年の中年期の運勢 

を調べましたら、「マザー・テレサ」とまでいかなくても、 

世のため人のために働くことを喜びとする中年期でしょう。 

つらいことや苦しいことが次々におそってきても、パワフ 

ルに乗り越えられる人です。逃げてはいけませんよ。苦労 

は買ってもすることです。険しい道を選ぶことが、大きな 

成功、大人物となることが出来るんです。初代運ですので、二番煎じは向いていません。 

ゼロから新しいことを成し遂げられる人なんです。できるだけ大きな目標を掲げ、突き進むことをお

すすめします。あなたが更年期にむけて注意することは、リーダーシップを取りすぎてわがままとな

ったり、独善的になりすぎないよう気をつけましょう・・だって！！ 

さて、今年の会員卓話のテーマは自分の職業ということですので、当店では、日本の文化ともいえる

日本酒、本格焼酎の素晴らしさをお客様に伝え、ファンになってもらうと共に、酒を通して人と人との

出会いを大切にし、蔵元の心が伝わる三春の地酒（三春駒）等、自分でうまいと思える酒をお客様に知

っていただき、育てることをモットーに日々努力しております。十四代、飛露喜、而今等値段の高いプ

レミアム日本酒は当然ながら、美味しいのですが、福島の地酒（三春駒等）特に蔵元の小さいところで

頑張っている美味しい酒を PRし販売したいと思っております。 

 

それで販売ということで勉強させられるのは、滝桜の売店ですので、滝桜の売店についてお話をさ

せていただきます。今年も 4 月の 2 日から 23 日まで滝桜の駐車場に売店を出店させていただきまし

た。今年は 1 店の店が減り 15 店となりました。そのことにより道路沿いの店がなくなり L 字型とな

り、お客様から見て、一番遠い場所となりました。出店場所は抽選ですので仕方がありません。 

また、今年は 3 月の気温が高かったので開花が例年よりも早いと思われましたが、４月に入り雪が

降り積もり、寒くなったことで例年通りの開花となりました。テレビ局が来たりして例年より個人の

観光客が増えました。特に忙しい土曜日、日曜日には、既存の飲食のブースにお客様が並んでしまうの

で、自分の店の商品（地酒三春駒）のお酒が見えなくなり、自店の店からは、並んでいるお客様しか見

えませんでした。景気も関係ありますが、なかなか地酒三春駒の試飲販売の売上が伸びず大変苦戦し

ました。それでも 20日前後には滝桜が満開となりましたので、全国からいや世界中から多くの皆様に

来ていただき、私の店の奥の方まで足を運んでいただきました。「今年も来たよ！」「ＬＥＤとなり夜桜

綺麗でしたね！」と声をかけていただき、励まして頂きました。常連客とはいえとても嬉しい限りで

す。 

来年は、消費税が 10％となる予定で景気が落ち込むと思われますが、お客様のニーズに応えられる

ように商品を選別し地酒三春駒を中心に大いにＰＲし、「また来たよ！」と言ってもらうお客様のため

に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

貴重な時間ご清聴ありがとうございました。 

 

 

    

 

会員卓話 
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◇大内富雄さん                

新しい年号、令和元年と云う記念すべき年に卓話の機会を戴き 

感謝をしております。本日は会員卓話も当番となっておりま 

すので、先に会員卓話をさせて戴きその後、補佐としての 

お話をさせて戴きます。 

しばしの間どうぞ宜しくお願い致します。 

 今年度の会員卓話のテーマと題しては、職業についてであり 

ますが、私の場合現在の職業は、変わったばかりであまり経験 

のない農業であります。しかもまだ１年生で何もお話しできる 

事は何もありません。昨年の４月までの電気工事業の職業、そして現在の農業に就くまでのごく一部

をお話させて戴きます。 

私には、親の如く慕っておりますご夫婦が二組の両親と共に３組居られます。 

 

まず、１番目は生みの親であります。私の幼年期は、どこの家にもテレビがまだ復旧してなく、ラジ

オが主体でした。昼間の遊びはもっぱらチャンバラ。棒切れを振り回し毎日が遊び疲れ。ですから、夜

更かしなんてものはした事もなく、もちろん考えたこともありません。早寝・早起きは当たり前の様に

思って育った様なそんな気が致します。小学生の頃よりラジオから流れる野口英世とかの伝記物の話

を聞かされ、勉強が出来れば何にでもなれると云う様な、そんな躾を受けて育ちました。いつも勤勉の

大切さを感じ取って育った私でありますが、経済的な理由もあり進学することなく、就職への道へと

進んでまいりました。当時の進学率は、クラス全体で２割ぐらいでしたのでごく普通であったと感じ

て居ります。ただ、将来の夢は教育者になる事でした。思い描いた生業にはなれませんでしたが、生ん

でくれた事は勿論でありますが、今の姿に躾をしてくれた事に感謝をしております。父親は４６年前

に亡くなりましたが母親は今も健在であります。介護施設に入っておりますが、少々認知が入ってお

りますがとても元気いっぱいです。もしかすると私の方が先かな、なんて思う時があります。『もしか

してこんな思いをするなんて親不孝かな』なんて考える今日この頃でありますが、実の両親には、あの

戦後の貧しい時代の中、生んでこの世に出してくれた事、慎ましいながらも、何不自由なくそだててく

れた事、働く事の楽しさです。それは、小さい頃はよく家の手伝いをさせられました。小さな体ではあ

りましたが、手伝いをする度にともに働く両親の笑顔が忘れる事が出来ません。その時の両親の笑顔

と背中から働く事の楽しさを教わったと、思っている処であります。 

 

ときはたち、その後ご縁があり関東の会社に就職をしました。その時に出会ったのが２番目の育て

の親であります。当時の会社の上司でありましたが、職業訓練を受けながら社会教育をして戴きまし

た。この方には物資両面にわたりお世話を戴きました。当時の私の給料は１日当たり４００円、つまり

１か月２５日の計算で１万円でした。当時としては、見習いとしては上々だったと記憶しております。

寮生活でしたが地方から出てきて寂しかろうと、毎週の様に食事に招待して戴き、本当の子供の様に

接して戴いたのが昨日の様に思い出されます。ここで少し当時の工事現場の様子をご紹介致します。

ビルの工事等あらゆる現場では、今でこそコンクリート打設はコンクリートを工場よりミキサー車で

搬送し、圧送車を使用し現場へ圧送しますが、当時は、現場に鳶が丸太の足場を組み、現場ミキサーを

設置しコンクリートを練り、ホッパークレーンでコンクリートを荷揚げします。そのため、我々電気屋

等の下職は、コンクリート打設の時などは、鉄筋の上に道板を敷きその上をネコグルマ『東北は一輪車

だが、関東では二輪車』を押して、コンクリート運びの手伝いをします。電気工事士ですから資格に士

が付きさぞ偉そうに見えますが、土方と一緒の仕事からか電気や土方などと陰口を云われる時代もあ

りました。へとへとに成りながらも夕方以降は机上の仕事。入社後３年目ぐらいまでは積算の拾い出
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し、その後、図面の見方・書き方を覚え、積算歩掛等を取得、仕事の楽しさを感じたのもこの時期であ

った様な気が致します。今でこそ CAD の時代、メールで原図のデーターを受信、作成後に送信という

時代ですが、当時の作図の仕方は、設計事務所から原図を拝借し、第２原図を作成します。その第２原

図に『フイルムにコピーをしたもの』配管・配線図の施工図を書き込んで作図します。電気工事の職人

は現場ごとにメンバーは違います。現場の規模にもよりますが、概ね一現場で毎日２０人から３０人

位働いており、若いうちは資材運びが主ですので、仕事を覚えるというよりは諸先輩とのコミュニケ

ーションを執るのに精いっぱい。仕事が終えると毎日の様に、マージャン花札などのゲーム等を教え

られ、いつもは上下関係がすごく厳しい中にも、この時だけは無礼講もとても楽しい青春を謳歌した

記憶があります。やがて月日がたちいつの日か仕事も覚え、体も気持ちも余裕が出てきますと、大人に

なった様な気がしてお酒を覚え、恋心も芽生えてまいります。昭和５０年３月指導者として会社への

慰留をして頂きましたが、結婚を機にその会社を辞め、後ろ髪を魅かれるような面持ちで帰省しまし

た。今日までの職業を全うできたのも、そのご夫婦のお陰と感謝をしております。残念ながらこのお方

も５０代の若さにてお亡くなりになってしまいました。第２の両親と思い慕ったご夫婦には、幾ら感

謝しても感謝しきれない恩義を感じて居ります。私の心にある職業奉仕の心はこの時代に育てて戴い

たと思っております。 

 

やがて私は、結婚を機に養子に入り３番目の両親を得る事になりました。昭和５０年３月３０日に

結婚を機に大内家の養子となり、大内の姓になりました。当時を振り返れば、新婚旅行で長崎・大分方

面へと行って参りましたが、そこでも大波乱、長崎から船に乗り島原半島へ向かう便が折しも４月１

日のダイヤ改正に伴い、無くなっていました。仕方なく別の港へ行く船に乗り、その港よりタクシーの

移動となってしまいました。しかもタクシーの運転手さんが一目で新婚旅行社と察し、名所案内をし

てくれ、運転手さんの親切心に頭の下がる思いでした。ただ、その日のお宿は島原半島最先端の場所

で、翌朝別府へ向かうコースが、定期観光コースのため翌日も同じ道をガイドが違うだけで、同じよう

な話を聞きながら進んだのを、４０数年たった今でも走馬灯の様に思い出されます。商売の欠片も知

らない両親が、次世代託す私の我儘の為に鍬・鎌を捨て農業に対するすべての思いを諦め、協力してく

れたお陰で今日があるのだと感謝をしております。その両親の思いを胸に、常に商いはお客様の為に

ある事に心がけて参りましたが、ふと周りを見廻せば近所に１０人も居た同級生がいなくなり、心細

さを覚えるようになり、元気で家族のために過ごせる時間は今しかないと強い思いを抱き、廃業を決

意した次第であります。 

結婚以来４４年の歳月が過ぎ去ろうとし、いよいよ終活に入ってまいりました。大波乱含みの人生

でありましたが妻の内助の功、そして養父母の陰ながらの応援、そして何よりも多くのお客様に支え

られて商をする事が出来ました。今日までお世話戴きましたお客様に申し訳なさもございますが、い

ままでの生業を捨て、家内と共に歩んだ人生への思いを、７０歳近くなったこんにち、感謝をしながら

しんみりと感じている処であります。 

また、生業を通じて多くの出会いそしていっぱいの感動を戴きました。特に、平成 8 年に三春ロー

タリークラブに入会させて戴き、三春の地での商売の仕方等々、いろんな事を諸先輩の皆様に教えを

請い育てて戴きました。いまここに立ってお話が出来るのも、諸先輩が誘って戴いた賜物と実感致し

て居ります。 

ロータリーでの皆様との多くの思い出話もありますが、機会がありましたならいつの日か卓話をさ

せて戴きたいと思います。 

 

令和年度最初の卓話の機会を戴き、また平成の時代にお世話になりました多くの皆様に感謝申し上
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げ卓話といたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

クラブ訪問卓話 

ガバナー補佐としてのクラブ訪問のご挨拶を申し上げます。 

任期もいよいよ最終コーナーとなりました。様々な行事も各 

クラブ会員の皆様方の叱咤激励を戴き、各ホストクラブのご 

努力を賜りながら、分区の事業も着実に推移している処であ 

ります。尚、残された行事は、分区では、第６回目になりま 

すが会長・幹事会（新旧合同）。地区の行事は、最後のガバナー補佐会議が行われる予定です。この１

年、皆様から戴きましたご厚意に感謝申し上げます。４月に第６回目のガバナー補佐会議がありまし

たので、内容の一部をご紹介させて戴きたいと思います。本来であれば、会長・幹事会でご説明申し上

げる処でありますが、今度の会長・幹事会新旧の引継ぎ会となってしまいますので、この訪問を通して

ご説明を申し上げます。 

 

１、ガバナーノミニー選出におけるグループ編成を４グループにする件  

■ 別紙２５３０地区 分区別クラブ数、 会員数 （2019年 2月末現在） 

Ａグループ 県北第一分区 ７ＲＣ  県北第二分区  ８ＲＣ   会員数；６１４名 

Ｂグループ 中央分区  １０ＲＣ    県中分区  ６ＲＣ   会員数；６２３名 

Ｃグループ 相双分区   ６ＲＣ   いわき分区 １０ＲＣ   会員数；５６９名   

Ｄグルーブ 会津分区  １０ＲＣ    県南分区  ８ＲＣ    会員数；５７０名  

■ ガバナーノミニー選出に際してグループ編成の案  

各分区をＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの 4つのグループ編成をして選出する。 

Ａグループ 県北第一分区・県北第二分区   （クラブ数 7+8）  

Ｂグループ 中央分区・県中分区      （クラブ数 10＋6） 

Ｃグループ 相双分区・いわき分区     （クラブ数 6＋10） 

Ｄグルーブ 会津分区・県南分区      （クラブ数 10＋8） 

■  持ち回り順 案       

① Ａグループ 2019－20年度    ⑤ Ａグループ 2023－24年度 

② Ｂグループ 2020－21年度    ⑥ Ｂグループ 2024－25年度 

③ Ｃグループ 2021－22年度    ⑦ Ｃグループ 2025－26年度 

④ Ｄグルーブ 2022－23年度    ⑧ Ｄグルーブ 2026－27年度 

   

２、地区の諸一覧におけるクラブの表示順序について    

※下記の通りとなる。クラブ創立の古い分区の順として明記。  

① 郡山ＲＣを筆頭に中央分区    ②福島ＲＣを筆頭に県北第一分区 

② 会津若松ＲＣを筆頭に会津分区  ④いわき平ＲＣを筆頭にいわき分区 

⑤ 飯坂ＲＣを筆頭に県北第二分区  ⑥白河ＲＣを筆頭に県南分区 

⑦ 原町ＲＣを筆頭に相双分区    ⑧本宮ＲＣを筆頭に県中分区  

 

 

大内富雄県中分区ガバナー補佐卓話 
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３、ガバナー補佐選出にガバナーエレクトの希望推薦者を考慮する件 

※現在、ガバナー補佐の選出については、各分区ともクラブ持ち回りで選出されているのが現状で

ある。このため、万が一に不適格者が推薦されてきても、選考後では拒否できないのが現状であ

る。不適格者の選出を未然に防ぐためにも、早めの選考予定者名の情報をガバナーノミニーへお

知らせ頂きたい。 

 

４、地区運営委員会のアンケート調査について 

※中間報告がありましたが、ガバナー月信に掲載予定でありますので是非ご覧戴きたい 

５、ＭｙＲＯＴＡＲＹ登録状況    

※地区目標が６０％となっております。ぜひご協力をお願い致します。 

 

６、ロータリー財団・米山記念奨学会 寄付【０】クラブをゼロに推進 

 ※寄付【０】クラブをゼロにとなる様推進に努力中であります。 

達成済みのクラブにおかれましては、ご協力に感謝申し上げます。 

未達成クラブにおかれましては、何卒達成されます様、重ねてお願い致します。 

 

以上が４月に開催されましたガバナー補佐会議の概要であります。 

 

ここから地区委員会よりの通知２件ほどご案内を致します。 

１、会員の訃報の対応について 

 ※当地区の会員本人が亡くなった場合、所属クラブより葬儀の日程などをガバナー事務所へ知らせ

る事とします。 

※ガバナー事務所はそれをもって、弔電を送付、地区内の各クラブへも葬儀の日程を知らせるもの

とする。 

この決定は 2019年 4月 24日から実施となります。 

 

２、規定審議会で採択について 

① １９-３９クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件 

  同一職業分類に属する会員数が正会員の１０％以下となる規定 

 

②  １９-７０クラブの加盟終結に関する件 

会員数が６名未満となったクラブは、ガバナーの要請により理事会がそのクラブを終結させること

ができる。 

 

それでは、本日のクラブ訪問が今期最後の挨拶となってしまいますので一言ご挨拶申し上げます。 

振り返りますと２０１７年８月２６日に県中分区ガバナー補佐予定者として選考されて以来約１年

間、ガバナー補佐予定者研修及び各委員会研修と多くの事を学ばせて戴きました。その後２０１８年

７月１日より国際ロータリー第２５３０地区平井義郎ガバナーの基、県中分区ガバナー補佐として、

今日まで歩ませて戴きました。その間、鈴木和夫地区幹事をはじめ、地区役員の皆様、そして同僚ガバ

ナー補佐の皆様、多くの皆様方にいろいろなご教授を戴き、今日まで何とか務める揚げる事が出来ま

した。これも偏に渡邉宏二分区幹事そして県中分区内会長・幹事の皆様のご支援をはじめ多くの会員

の皆様ご協力と、諸先輩ガバナー補佐の方々は基よりパストガバナーの先生方の後押しを戴いた賜物



9 

 

と、感謝する次第であります。この一生涯忘れる事の出来ない経験と皆様より戴きました知識を、今後

の活動に役立てて参る所存であります。 

 

三春ロータリークラブ石川会長・白岩幹事には、ガバナー補佐輩出クラブと云う事もあり、すべての

事に特段のご配慮を戴きまた、三春ロータリークラブの皆様には新会員研修会のホストを務めて戴き、

お陰様で素晴らしい研修会で終わることが出来ました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

最後になりますが、仕事の忙しさを忘れ私の為に分区幹事を快く引き受けて下さり、ご尽力頂きま

した渡邉宏二さんに御礼と感謝申し上げます。 

 

甚だ楚辞ではありますがガバナー補佐としての御礼の言葉に代えさせていただきます。 

この一年間のご協力本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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