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伊藤和真様（郡山西ローターアクトクラブ）

国際ロータリー第2530地区 ローターアクト
2018-2019年度 地区代表

私たちがどのような活動をしているかを知っ
ていただく機会をいただきましたので、地区

活動について簡単にご説明させていただきます。ローターアクト
クラブ（ＲＡＣ）の今年度ターゲットは「飛翔」です。
昨年度までは昭和世代がメインでしたが、今年度からは平成世
代が会員となっており、新しい風を取り込んで、より活動の幅を
広げて飛び立とうということで、このターゲットを地区で共有し
ております。
ＲＡＣは会津に2クラブ、中通りに4クラブ、浜通りに1クラブ、
合計 7 クラブあります。一昨年に福島中央ＲＣの提唱により福
島中央ＲＡＣが発足しました。

ガバナーも青少年育成にかなり力を入れていますので、ローター
アクトへの皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員長 鈴木 かおるゲスト紹介

プログラム／ゲスト卓話

地区青少年奉仕委員会からの文書、米山梅吉記念館の会報を
回覧します。

松川 義行 幹事幹事報告

10月14日 (日 ) 午後 2時 30 分
より、私たち夫婦の第 16 回デュ
オリサイタルを中央公民館で開
催いたしますので、ぜひお運び
くださいますようお願い申し上げ
ます。
10 月 22・29 日に、郡山市国際
交流会の依頼により、初めての
フランス語講座を開講いたしま
す。興味のある方はぜひお申し
込みください。

向山 良作 さんデュオリサイタルのご案内

第 19 回郡山アーバンＲＣ杯中学野球大会の開会式が 8 月 18
日 ( 土 ) に行われ、多数のご出席ありがとうございました。各球
場で試合が行われており、9月1日(土 )に決勝戦と閉会式が行
われる予定ですので、多数の参加をよろしくお願いいたします。

鈴木 かおる 青少年奉仕委員長
中学野球大会報告

      宮澤キヨ子        大山三起雄        味戸誠一郎        宗形千鶴
      向山良作        小林真砂子        橋本弘幸        宮﨑登志行
      采女真弓        渡邉孝子

　 松川　義行▶伊藤和真様、卓話ありがとうございます。
　 佐藤　功一▶伊藤和真さんの卓話を楽しみにしています。
　 鈴木かおる▶伊藤和真地区代表、本日はお仕事の中を卓話
                               ありがとうございます。

渡邉 孝子 委員長スマイルＢＯＸ報告

総　　　員　33名

出　席　率　57.58％

前回修正率　100％

出席
19名

欠席
14名

津野 順子 副委員長出席報告

8 月 9 日に台湾に行きましたので、報告をさせていただきます。
昨年度に進められたグローバル補助金を利用したプロジェクト
の、台湾の南投県仁愛郷新生村眉原での事業です。昨年度に
工事が始まり、今年度に完成して、現地でセレモニーが行われ
ました。福島民報、福島民友に掲載された記事を回覧します。
贈呈式、除幕式、祝賀会が行われ、南投県知事から感謝状を
いただきました。
台湾に行った 9 日には、台風 13 号の直撃により出発が 6 時間
遅れましたので、成田山に行きまして安全祈願をしてきました。
さらに機内でも 1 時間ほど待たされましたが、無事に台湾に着
き、帰りは非常に順調でした。鈴木尚子さん、小口憲太朗さん、
宮﨑登志行さんとともに4名が無事に大役を終えて帰ってまいり
ました。

白岩 邦俊 会長会長挨拶

▶開会点鐘　ロータリー歌斉唱「我らの生業」　四つのテスト唱和　宮澤キヨ子さん
▶ゲスト　伊藤和真 ローターアクト地区代表（郡山西ローターアクトクラブ）

第 8回 例会   H.30.8.29㊌ ☀

国際ロータリー第2530地区ガバナー　平井　 義郎
郡山アーバンロータリークラブ　会長　白岩　 邦俊

幹事　松川　義行

国際ロータリー第2530地区 郡山アーバンロータリークラブ
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8 月 18 日 ( 土 ) から市内の各会場で行われてきた第 19 回郡山
アーバンＲＣ杯中学野球大会が、9月2日(日 )に無事に終了し
ました。雨により順延された決勝戦の後に閉会式が開催され、
各賞の表彰が行われました。（写真・情報提供：白岩邦俊会長）

優勝：郡山第七中学校　準優勝：明健中学校
第３位：守山中学校・郡山第三中学校

第19回郡山アーバンＲＣ杯
中学野球大会が無事終了

▶閉会点鐘

■鈴木かおる　■橋本弘幸

ポリオ寄付者

■味戸誠一郎　■津野順子　■白岩邦俊　■宗形千鶴
■佐藤功一　■橋本弘幸　■大山三起雄　■宮﨑登志行

米山記念奨学会寄付者

■佐藤功一　■橋本弘幸　■宮﨑登志行
ロータリー財団寄付者

2800 地区の山形とは、毎年スポーツ交流会とウィンター交流会
を開催しております。スポーツ交流会は山形と福島で交互に開
催しており、今年度は福島で 9 月に行う予定です。ウィンター交
流会は山形に行くことが多く、スキー、スノーボード、こけし作
りなどで交流を深めおります。
友好地区年次大会にも参加しております。全国の中でも親睦の
深い 2590 地区の神奈川東部、2560 地区の新潟、2830 地区の
青森、2800 地区の山形に顔を出しており、当地区の年次大会
にも来ていただいております。今年度は地区ＲＡＣ発足45周年、
郡山西ＲＡＣも 45 周年という節目の年ですので、年次大会を
成功できるよう、引き続き各地区への訪問をしたいと思っており
ます。

このうち社会人クラブは 4クラブ、学生クラブは桜の聖母短期大
学ミリアムＲＡＣ、福島学院大学ＲＡＣ、テクノアカデミー浜Ｒ
ＡＣの 3 クラブです。会員数の多い学生クラブに対して、社会
人クラブの会員数がなかなか伸びないことが課題のひとつです。
できるだけ2桁にしたいと思っているところです。
第 1 回会長幹事会を 8 月 25 日に郡山市で開催しました。第 2
回を12月、第 3回を 6月に予定しております。昨年度の活動を
写真でご紹介させていただきます。会津若松南ＲＡＣで猪苗代
湖畔のゴミ拾いを行い、その後に懇親会を行いました。今年度
は会津若松でスポーツ交流会を予定しております。公式訪問、
通常例会、家族会議などを行います。
家族会議とは、通常例会で各人がひとつの目標を掲げ、次の例
会で目標が達成されたかどうかを発表するもので、みんなが家
族のように和気あいあいと話し合う場として新しく設けました。
喜多方のイベントとして、檜原湖でワカサギ釣り体験を行いまし
た。経験者が誰もいなくて成果はゼロでしたが、購入したワカ
サギを天ぷらにして、寒い中で楽しく交流しました。桜の聖母短
期大学ミリアムＲＡＣへ、昨年度地区代表が公式訪問しました。
社会人クラブと学生クラとの接点を見つけることが難しいのが現
状です。学生クラブでは奉仕活動がカリキュラムの一環としてと
らえられております。会員は多いのですが、夜間の活動は制限
されます。社会人クラブの交流は深いのですが、学生クラブの
関係が以前から課題となっています。顧問の先生と面談を行い、
今後の活動につながる支援を探っております。
福島中央ＲＡＣ主催の信夫山のゴミ拾いを行いました。ごみゼ
ロ運動として、地域に貢献できる奉仕活動の一環として行ってお
ります。一昨年度は、磐梯山の登山をしながらゴミ拾いを行い
ました。私が郡山西ＲＡＣ会長の時には、熱海町でゴミ拾いを
しながら交流を行いました。
福島学院大学ＲＡＣの防災セミナーに参加しました。福島の青
年赤十字奉仕団との合同開催で、避難所運営のシミュレーショ
ンや、3.11 の震災体験談を通して、これからの防災について考
えるというイベントでした。
昨年の国際ロータリー第 2530 地区大会では壇上で発表しまし
た。11月 24日に會津風雅堂で開催される今年度年次大会で私
が発表する予定です。昨年のライラ研修会は、郡山ビューホテ
ルに全員が宿泊して活発な議論をしました。
今年のライラ研修会は、3 月 2 日に磐梯熱海温泉のホテル華の
湯で開催予定です。
アジア第 1 ゾーン代表者会議が毎年開催されています。昨年は
埼玉県大宮市で 9 月 16 日に開催されました。地区代表、地区
幹事、委員長が、年度方針の調整や様々な議論を行います。今
年は9月15日に岩手県盛岡市で開催されます。
東北 4 地区合同事業として、鍋フェスというイベントを年 1 回開
催しております。秋田を除く東北のローターアクト合同の事業で
す。今年は青森県弘前で開催予定で、会津の郷土料理などを
作り、各地区の鍋を食して交流を深めたいと思っております。
第 30 回全国ローターアクト研修会が、昨年は茨城県水戸市で
開催されました。今年度は 4 月 28・29 日に福岡市で開催され
ます。

プログラム／ゲスト卓話
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