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鈴木朝男

新会長

所信表明

皆さんこんにちは！本日はローターアクト会長齋藤健晴さん、幹事の遠藤佳祐さんに
お出で頂いて朝男丸の船出に花を添いて頂きありがとうございます。
一年前、会長エレクトをおおせつかり、この一年間で会長職の勉強をできるかと思って
いましたが、あっという間で未熟のまま第62代会長という大変な仕事をおおせつかりまし
た、鈴木朝男でございます。
私は、1948年、昭和23年、いわゆる団塊の世代で会津坂下の貧しい農家に生まれ、
私が小学校1、２年の学校の教科書も洋服も兄弟のおさがりを使っていた記憶がござい
ます。
そういった中、1956年、昭和31年に矢部善兵衛さん以下25名の神様によって喜多方
ロータリークラブが設立されました。当時、62年後に朝男、お前が会長になるなんて、誰
が想像したでしょうか？そういうことを考えると胸に熱いものがこみ上げてきます。こういっ
たこれまでの歴史を胸に刻み、しっかりと働かせていただきます。そのためにも会員さん
のご協力とお力添えをお願いいたします。そして、今年度は、「もっとロータリーを知ろう
よ！もっとロータリーを楽しもうよ！もっと仲間をつくろうよ！」の三つを軸に以下の7項目
の活動計画を掲げました。
①会員増強と公共イメージの向上
②スポンサークラブ（会津若松RC）との交流の検討
③財団１００周年記念植樹
④インターアクト年次大会へのサポート
⑤活気あふれる例会
⑥ロータリー財団への協力
⑦米山記念奨学会への協力
喜多方RAC会長 齋藤健晴
さん、幹事の遠藤佳祐さん

地区委員委嘱状伝達

◎出席報告
会員数
出席数
出席率
訂 正

当クラブは、1956年（昭和31年）に創立され、現在55名の会員で活動しております。歴
史と伝統を誇りつつ、活力あふれるクラブづくりのため、会員の皆様と共にクラブ発展に
努めて参ります。会員一人一人のお力添えを頂きながら、この一年間、一生懸命精神し
て参ります。どうぞ、ご指導・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。。

佐藤正道会員

56名
33名
62.26％
66.66％

星会員

佐藤日出夫会員

7月誕生祝 風間会員 松本会員 伊藤会員 庄司会員

◎ 【メーキャップ修正 3名 66.66％】
7/1・2 東京ガバナー会
佐原 元PG 2名分
7/2 第1回全国青少年交換留学生委員長会議 佐藤正道会員
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前会長幹事慰労会 会長あいさつ
皆さん、こんばんは。毎日、大変な暑さが続いています。体調にはくれぐれも
お気をつけてください。今日は、直前会長幹事慰労会移動例会でございます。
ちょっと調べてみたんですが、２０１１年度、２０１２年度の前会長幹事慰労会
もここ志ぐれ亭をご利用になり、５年ぶりの利用になります。
さて、直前樫内年度は、さまざまなご功績を残され、中でも地区外での色んな
地区大会に参加され、喜多方ロータリークラブをPRして頂きました。また、ロー
タリー財団、米山記念奨学会寄付、過去に例のない実績を残されました。それと
私が真似のできないことがございます。毎回、例会での5分間の素晴らしい会長
挨拶でございます。私の正面に時計がいつもあるのでわかりました。
本当に一年間、会長、幹事、ご苦労様でした。後ほど行われる懇親会で一年間
の労をお取りいただければ幸いです

樫内前会長

1年間

お疲れさまでした

◎出席報告
移動例会につき100％

佐藤前幹事

１年間

お疲れさまでした
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会長

あいさつ

まだ、年度が代って3週間しか経っていませんが、毎日忙しい日々を送っていま
す。歴代の会長幹事がどれほど大変だったか、痛感しております。

年度初めから、幹事とともに芳賀教育長に主旨をお話ししてから各小学校・中
学校18校を回りこれ以外の学校は上野会員にお願いし、司馬遼太郎著書の『二十
一世紀に生きる君たちへ』の読書感想文コンクールの依頼に行ってまいりました。
そこで感じたことは、学校は基本的に同じ造りかと思っていたのですが、それぞ
れ違った造りをしていて、ある学校では玄関が施錠されており、インターフォン
で連絡する学校もあり、校長・教頭の対応もそれぞれ違っておりました。特に退
職間近の校長は熱意がかけているように思い、逆に若い校長は生徒に対する教育
の熱意が深々と話しの中で伝わってきました。また、校庭をみると生徒の数が分
かります。生徒の少ないところは、草があっちこっちに生えており、生徒数が多
いところは、草があまりありませんでした。
又、冊子が不足している学校からすぐに追加の依頼があり、今年も昨年以上の
応募を期待しているところです。
第18回米山功労者
佐原 元PG

7月15日・16日の２日間にわたってレトロ横丁が行われました。この大きなイベ
ントにロータリーを知ってもらうため、第2530地区の公共イメージ向上委員会
（星冨士雄会員）は、イメージ向上を図るために、のぼり・帽子・ハッピ等を準
備し、またレトロ横丁実行委員からはテントをお借りし、旧福島銀行前でロータ
リー活動のチラシや当クラブのパンフレット等を配りました。15日は喜多方中央
ロータリークラブ、16日は喜多方ロータリークラブが担当し、これに併せて九州
大雨災害義援金を募り、５５，０００円の義援金が集まりました。
この猛暑の中、２日間にわたって、協力して頂いた星冨士雄会員はじめ、喜多
方中央ロータリークラブ、当クラブ会員の皆様に心より厚く御礼申しあげます。

第6回米山功労者
風間 正行会員
喜多方RAC会長 齋藤健晴
さん、幹事の遠藤佳祐さん

第1回米山功労者 鈴木 朝男会長

◎出席報告
会員数
出席数
出席率
訂 正

54名
28名
53.84％
72.22％

ロータリー米山記念奨学会より

感謝状

国際大会報告（その１） 伊藤 二郎幹事

◎ 【メーキャップ修正 11名 72.22％】
7/14 公共イメージキャンペーン 鈴木会長 星会員
7/16 公共イメージキャンペーン 鈴木会長 星会員 高橋周会員
佐藤日出夫会員 庄司会員 瀬野会員
7/16 ローターアクト第１回会長幹事会 鈴木会長 瀬野会員

渡邊会員
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会長

あいさつ

本日は、大変立て込んでおりますので簡単にご挨拶をさせて頂きます。
先日、福島市でローターアクトクラブの会長・幹事会がございました。齋藤健
晴会長、遠藤佳祐幹事、そして私と伊藤幹事が出席致しました。
今年度の活動計画など発表され、特に会員増強ですね。どのローターアクトクラ
ブも会員数が少なく、その為に提唱クラブ以外のクラブからも協力してもらい、
推薦して頂くという声もあり、又は各分区にも協力の要請をする。
２０日に郡山に於いて浪江・白河・３クラブ合同会長・幹事会がございました。
樫内直前会長、私、伊藤幹事が出席いたしました。
内容は、３クラブ合同例会をいつ、どこでどのようにやるか話し合われ今回は
白河ＲＣがホストとなり、地区大会が終わって１１月１４日、東京第一ホテル新
白河で午後６：００から開催と決まり、ゴルフコンペも併せて行うようになりま
した。
詳細はわかり次第、ご報告申し上げます。

会員スピーチ
吉田哲治会員

会津分区ガバナー補佐
星(ほし)宏一(こういち)様
新入会員入会式
喜多方郵便局 局長
三浦(みうら)修(しゅう)二(じ)様

２０１５－１６年度米山記念奨学生
ニアン・アブドライ様

◎出席報告
会員数
出席数
出席率
訂 正

◎

54名
31名
58.49％
62.96％

【メーキャップ修正 3名

喜多方・白河・浪江

62.96％】

３クラブ 新旧会長幹事会

鈴木会長

伊藤幹事 樫内前会長

