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四つのテスト  1 真実かどうか   2 みんなに公平か   3 好意と友情を深めるか   4 みんなのためになるかどうか 

平成２８年 ６月 ７日（火曜日） 第２，６６４回        
【月間テーマ】 ロータリー親睦活動               ＜例会報告NO.44＞ ゲスト卓話 今 良明 氏（次年度ガバナー補佐） 

                  

☆会長挨拶 (渡部堅一 会長） 

 
・皆さんこんにちは。6 月に入り私の年度もあと 3 回と

なり、あとは最終例会を待つばかりとなり、大分気が楽

になった。本日は次年度のクラブ協議会であったが、余

裕がありすぎたのか、忘れてしまい遅れてしまいました。 
・今の時期は大変忙しく、先週ようやく田植えを始め、

帽子はかぶっているものの、鼻が高いせいか、そこばか

り赤くなり何回も鼻の皮をむいてしまった。周囲の田は

青々としているが、何とか今週中には田植えを終了した

いと考えている。 
・5 月の最終土曜日のあやめ公園の除草ボランティアあ

りがとうございました。300 名位の参加で草もあっとい

う間になくなり、あやめ公園がきれいになりました。 
・来週からクラブ協議会の報告会が続きますが、この 1
年間ありがとうございました。 
          
 
 

☆幹事報告(大山 友規憲 幹事） 
・国際ロータリー2800地区、酒井ガバナー・長谷川ガバ

ナーエレクト連盟にて、「石黒慶一ＰＧ理事ノミー並びに

池田徳博直前ＧのＲＲＦＣご就任を祝う会」の案内あり。 

6/26 16：00～ 会場：東京第一ホテル鶴岡 

・来週・再来週の 2週にわたりクラブ協議会報告会あり。

委員長欠席の場合は代理にて報告願う。 

・早退届け 前田昌信 会員 

 

☆委員会報告 

〇親睦委員会 伊藤克也 委員長 

・来週、次年度親睦委員会を「きらく」にて開催します。 

〇齋藤圭央 次年度幹事 

・本日のクラブ協議会の御礼 

・クラブ協議会報告書、未提出の方はよろしくお願いす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長井ロータリークラブ会長    渡部 堅一           第２８００地区ガバナー   酒井 彰 

長井ロータリークラブ幹事    大山 友規憲          第6ブロックガバナー補佐   芳賀 康雄   

パストガバナー         渡部 保太郎 

例 会 日       毎週火曜日 12：15～13：15      例 会 場     タスパークホテル℡0238-88-1833 

事 務 局   長井商工会議所内  ℡0238-83-2047  会報委員  五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝 

 

２０１５－２０１６ 

＜ニコニコ BOX＞ 
・渡部 堅一 会長 
 ガバナー補佐を歓迎して 
・大山 友規憲 幹事 
 ガナバー補佐を歓迎して 
・高橋 勇喜知 会員 
 今さんを歓迎して 
・齋藤 圭央 会員 
 今さんを歓迎して 
・前田 昌信 会員 
 今ガナバー補佐を歓迎して 
・塚田 弘一 会員 
 ガバナー補佐を歓迎して 
＊今 良明 ガバナー補佐からもいただきました。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ゲスト卓話 今 良明 氏(次年度ガバナー補佐） 

 

・長井ＲＣへの例会参加は前回芳賀ガバナー補佐と一緒

に参加させていただいての 2 回目となる。午前中はクラ

ブ協議会に参加させていただいた。来年度 1 年よろしく

お願いする。 

・自分は 1956年 9月 24日、小国町種沢生まれの 60歳で

ある。私を小国ＲＣに入会させていただいた方は昭和 22

年生まれで 9歳年上の安部正晴氏。 

・我々の生まれた場所は小国の東南部で小国の入り口で

中心部より２Ｋｍ離れている。今から 50年前は小国小学

校種沢分校があり、また、さらに冬期間限定の分校もあ

った。冬期分校の先生は置賜農業高校の先生が臨時的に

なったものの、その先生が休んだ場合は、その先輩は小

国高校をでたばかりで教員免許ももっていなかったが、

代務教員をしていた。 

・種沢分校の同級生で自分の従兄弟にあたるが、落語家

の三遊亭金太郎（落語芸術協会幹事で真打）がいる。小

さい頃から覚えるのが得意で、法事でお坊さんがお経を

唱えると聞いただけで覚えられる程であった。大きくな

り落語をしたかったが、家がお金がなく貧しかったので、

彼は衣食住がタダとなる海上自衛隊で２～３年勤務し、

お金を貯めてから落語家に入門した。 

・種沢分校には個性的な先生が多く、授業も個性的で春

はわらび採りを実施し、採ったわらびを売って図書を買

ったりしていた。 

・自分をロータリーに誘った先輩は、小国の安部工業と

いう建設会社を経営し、自分も昭和 59年に今鉄工という

会社を興した。仕事柄お付き合いをする機会が多く、先

輩の推薦で 2006 年にロータリーに入会し、10 年程ロー

タリー活動を実施している。 

・2008年に幹事、2011-2012年会長、2015年マルチプル

ポール・ハリス・フェローという経歴である。 

・会長就任時に先輩から、例会の会長挨拶時は日常的な

話だけではなく、何かしらロータリーの話をする事とい

うアドバイスを頂いた。そのため、いろいろな資料を集

めたり調べて、会員の皆さんの役に立つように努めた。 

・2012年、会長時代にタイのバンコクでロータリーの国

際大会が開催され、小国ＲＣで５名参加した。世界から

30,000 名程集まり、受付は 25 位のゲートがあったが受

付終了までに２時間かかった事と、タイということで、

とても暑かった記憶がある。今年のソウル大会にも参加

したかったが、飛行機チケットがとれず、またホテルも

なく断念した。アジアで開催する機会があれば参加した

い。 

・昨年１１月にガバナー補佐に内定してからどのような

活動をしたらよいかわからずにいたが、3/26 の PETS や

4/23の地区研修・協議会に参加したことにより、６年間

のブランクを埋めることができた。 

 

  ＊ロータリーの歴史・意義等の説明を実施 

 

・自分の職業分類は建設業の中の鉄工業に当たる。 

＊職業内容説明 

 

・長井ＲＣの皆さん、今年一年間よろしくお願いします。 

  

＊詳細は DVDをご覧ください。 

 

 

☆次回例会予定 

・6月 14日 クラブ協議会活動報告 Ｐart１ 

                    

☆出席報告 

6月 7日例会 報告者：手塚 典雄 会員 

 
会員数 

(免除)    

出席数 

(免除) 

出席率 MU数 
修 正

出 席

数 

修 正 

出 席  

率 

本日 

（ 6/ 7 ） 

31 

(3) 

25 

(3) 

80.65 

 ％ 
     

前回 

(5/31） 

29 

(1) 

21 

(1) 

72.71 

 ％ 

5 

（1） 

26 

(2) 

86.67

 ％ 

前々回 

(5/24) 

31 

(3) 

24 

(3) 

77.42 

 ％ 
   

 

＜表彰＞ 
〇ご本人誕生日 
・渡辺  清隆 会員  17 日 
・高橋 勇喜知 会員  13 日 
・志釜 幸喜  会員   6 日 
・五十嵐 順子 会員  25 日 
・井上  晴雄 会員  18 日 
・浅野  敏明 会員   1 日 
 
〇結婚日 
・志釜  幸喜 会員  17 日 
・浅野  敏明 会員   8 日 
・村田   剛 会員   3 日 
・土屋  茂樹 会員   9 日 
 
 


