
喜多方ロータリークラブ第３回（通算３２０６回）例会 
    日  時：令和２年７月２１日（火）１２：３０ 

        場  所：商工会議所２F 大ホール 

      お 食 事：おお多 天重 

会場監督：中野 博正 

 

◎開会点鐘    佐藤 正道会長 

 

◎国歌斉唱          君が代 

 

◎ロータリーソング  ☆奉仕の理想 

 

◎四つのテストの唱和 

 

◎お客様紹介        伊藤 二郎副会長    

国際ロータリー第 2530 地区 ガバナー        石黒 秀司(いしぐろ ひでじ)様 

       〃         地区幹事         関根 信(せきね しん)様 

       〃              会津分区ガバナー補佐 渡部 英一(わたなべ ひでいち)様 

             〃              会津分区幹事         獅戸 卯一(ししど ういち)様 

喜多方ローターアクトクラブ     会長       佐藤 正治(さとう しょうじ)様 

福島県立喜多方桐桜高等学校      教頭       佐藤 正敏(さとう まさとし)様 

        〃  インターアクトクラブ 顧問       五十嵐 舞(いがらし まい)様 

〃        川島 裕子(かわしま ひろこ)様 

                      会長       鈴木 愛唯(すずき めい)さん 

副会長   小林 瑞輝(こばやし みずき)さん 

副会長   佐藤 虎弥(さとう こうや)さん 

喜多方市立第一中学校         校長       武田 光弘(たけだ みつひろ)様 

〃  インターアクトクラブ 顧問       秋山 和也(あきやま かずや)様 

委員長   髙橋 旺太郎(たかはし おうたろう)さん 

副委員長  小澤 洸太(おざわ こうた)さん 

副委員長  生井 蒼虎(なまい そうご)さん 

 ♪ようこそ、いらっしゃいませ♪ 

 

◎お食事をどうぞ 

 

◎会長挨拶          佐藤 正道会長 

 

◎幹事報告（来信・お知らせ） 瀬野 勝治幹事      ～ご確認下さい～ 

・ガバナー事務所より、「ガバナー月信」掲載文章のお願い 

・RI日本事務局より、上期人頭分担金納入のお願い 接手 

・福島民報社より、暑中見舞い特集記事広告協賛のお願い 接手 

・福島いのちの電話より、寄付金のお願い・令和元年度事業報告 接手 

・「音 CON」音のある街コンサート 2020 IN ふれあい通り開催に伴う名義後援のお願い 接手 

・令和 2年度福島県クリーンふくしま運動推進協議会会津地域協議会総会開催（書面決議）の 

お知らせ 接手 

 

 

 



◎委員会報告 

 

◎ニコニコＢＯＸ 

 

◎出席報告    

 
 

◎RAC上期活動資金贈呈及びご挨拶 

          ・喜多方ローターアクトクラブ   

会長   佐藤 正治様 

 

 

◎IAC上期活動資金贈呈及びご挨拶 

・福島県立喜多方桐桜高等学校     

教頭  佐藤 正敏様 

インターアクトクラブ 

会長 鈴木 愛唯さん 
 
 
 
 
 
 
 
 

・喜多方市立第一中学校 
         校長  武田 光弘様 

インターアクトクラブ 
     委員長  髙橋 旺太郎さん 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    ◎ガバナーご講話                

国際ロータリー第 2530地区 
ガバナー 石黒 秀司 様  

      
  

    ◎閉会点鐘 

  

 
 

 

 



喜多方ロータリークラブ 2020-2021年度 クラブ協議会 
  

日 時 令和２年７月２１日（火）１０：３０～１２：００ 

場 所 商工会議所２Ｆ大ホール 

◎開  会                    幹事 瀬野 勝治 

◎会長挨拶                     会長 佐藤 正道 

◎国際ロータリー第 2530地区 ガバナー ご挨拶   石黒 秀司(いしぐろ ひでじ)様 

 

≪クラブ協議会≫   議 長  会 長  佐藤 正道 

              会長指名により順次発表 

 

■会場監督 中野 博正 

 

■クラブ管理運営委員会   伊藤 二郎 担当理事 

出  席        佐藤 哲哉 委員長 

親睦活動        大森 佳彦 委員長  

プログラム        池亀 武雄 委員長     石黒ガバナーのご指導  

              

■会員組織委員会      庄司 英喜 担当理事 

会員増強 職業分類・選考  五十嵐 健展 委員長 

ロータリー情報    渡邊  仁  委員長   

 

■広報委員会          佐藤 日出夫 担当理事  

雑  誌            飯塚 幸作  委員長 

公共イメージ・クラブ会報   神野 誠    委員長  石黒ガバナーのご指導  

 

■奉仕プロジェクト委員会（Ⅰ）樫内 秀司 担当理事  

職業奉仕                 五十嵐 吉也 委員長 

社会奉仕                 大森 幹久  委員長   

 

■奉仕プロジェクト委員会（Ⅱ）鈴木 朝男 担当理事 

青少年奉仕        角田 龍一 委員長 

国際奉仕         鈴木 朝男 委員長   石黒ガバナーのご指導  

 

■財団委員会       佐藤 富次郎 担当理事 

ロータリー財団      齋藤 邦雄 委員長 

米山記念奨学会      高橋 亮一 委員長    

 

■戦略計画委員会     星 冨士雄 委員長   石黒ガバナーのご指導  

         

■会  計       高野 真司   

 

■会計監査       佐藤 健一        

 

◎講   評   国際ロータリー第 2530地区ガバナー石黒 秀司様 

◎閉   会                    幹事 瀬野 勝治 

 



【会長あいさつ】 

本日は石黒秀司ガバナーをはじめ多くのロータリーファミリーのご来訪、誠

にありがとうございます。時間の都合で皆様のご紹介は省略させていただきま

すことをご了承願います。 

 先週例会終了後、喜多方第一中学校インターアクトクラブを訪問し、米山記

念奨学生の母国であるネパールへの教育支援事業のプレゼンテーションと、生

徒さんによるワークショップをサポートしてまいりました。最後のまとめでは

現地でのボランティア作業や生活困窮者に対する自立支援など中学生とは思

えないようなアイデアが発表されました。さすが日本において最初に設立され

た中学校のインターアクトクラブだと思った次第です。 

後日、喜多方桐桜高校インターアクトクラブとローターアクトクラブにおいて同様の会合を設けたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以前東京エリアの２５８０地区の地区大会に参加した際、インターアクトクラブの代表のスピーチで、日頃からお

世話になっているローターアクトクラブの先輩に感謝を示すとともに、自分たちも尊敬されるローターアクトになり

たいと言っていたことが印象に残っています。日頃から交流しているインターアクトとローターアクトだからこそ、

インターアクターからローターアクターへスムーズに移行できるのだと感心しました。 

 ロータリーファミリーが繋がり一丸となって一つの事業を成し遂げることが重要で、ロータリーのそれぞれの組織

が連動することによって、大きな力を生み出すことができると思います。喜多方第一中学校インターアクトクラブが

創立１０周年、喜多方桐桜高校インターアクトクラブが創立５０周年の節目を迎える今年が、またとない機会だと思

います。みんなで一緒にロータリーをしましょう。Let’s do Rotary ! 

今日はロータリーファミリーが一同に会し、国際ロータリーの役員である石黒ガバナーのご講話をいただく例会で

す。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。 

 


