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会長挨拶 池田達哉会長
　皆様、こんにちは。先週は当クラブの再発会例
会でした。会員の皆様と共に再発会のお祝いが
出来た事をとても嬉しく思いました。また、新城パ

スト会長からは、郡山クラブの伝統についてのお話を伺えました。
新城パスト会長ありがとうございました。
　例会に先立ちまして、11月度の役員・理事会が開催されまし
た。新会員の上程があり理事会にて承認されました。佐久間盛徳
さん、佐久間歯科医院理事長、推薦人は神山英司さん、鈴木禎
夫さんです。先月に退会された名誉会員の佐久間崇之先生のご
長男です。次は、今年度の予備費の内、まず一部は、来年5月に
予定されている「創立85周年記念例会」に充当することとしま
す。また、今年度の地区大会は10月から4月に延期されましたが、
地区大会第一日目である「会長幹事会」は11月21日に分離開催
されることが決定しております。その開催にあたり当クラブからもお
手伝いの副幹事はじめ地区出向者が多数参加要請されていま
す。会員の皆様の代理としてお手伝いとして参加頂きますので、
本来なら個人請求されるその登録料に、クラブとしてサポートした
いと思います。
　さて、国際ロータリーの年間計画で、11月は「ロータリー財団月
間」となっております。ロータリー財団は、世界のロータリアンの寄
付によって成り立っており、「世界で良いことをしよう」のスローガン
のもと、ロータリーの奉仕活動の根幹になっているものです。後
程、遠藤友紀晴ロータリー財団委員長より卓話を頂きます。宜しく
お願い致します。アメリカ大統領選挙も、大方の予想通り大変な
混乱をしているようです。世界の経済や国家間の情勢に大きな影
響を与えるアメリカ大統領選挙ですが、何より選挙の開票日に、商
店が店舗にバリケードを築いて店を閉めている様子がニュースで
流れたのですが、一般の事業者がそんなことまでしなければなら
ないアメリカという国の在り方について考えさせられる報道であり
ました。皆さんはどうお考えでしょうか？

　アメリカ大統領選挙はバイデン氏が勝利しましたが（まだ結
果で燻ってはおりますが）、分断の方向に進んだ世界が、すこ
しづつ融和の方向に戻ることを望むところです。
　安達太良山にも雪が積もり、ここのところ郡山も寒さが増し
ております。皆さまお風邪など召されませんよう、何卒ご自愛下
さいませ。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／50名　欠席／49名
出席率／50.51％　前回修正率／100％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会御参加ありがとうございます。遠藤
友紀晴委員長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君、佐藤政弘君、伊野泰司君、太田　宏君
 鈴木正晃君、小田修史君、菅野秀士君、有賀隆宏君
 阿部充正君、渡辺邦浩君
◎お誕生日、ありがとうございます。遠藤さん、卓話楽しみです。大
野さん、お帰りなさい。 鈴木淳策君
◎コロナウイルス感染により、およそ3週間お休みを頂きました。皆
様方にはご迷惑ご心配をおかけ致しました。昨日より再開致し
ました。今後とも宜しくお願い致します。友紀晴さんの卓話、楽し
みにしております。 大野勝久君
◎この度、デリバリー・テイクアウト外販事業を始めました。企業や
ご家庭にお届けできますので、皆様宜しくお願い致します。
 平栗俊昭君
◎明日、明後日、夕方5時よりGo to商店街のイベントが中町・大町
の路上で開催されます。千円で千三百円分呑めますので、是
非お時間ある方お越し下さい。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　11月からロータリーレートがが現行105円が
104円に変更になります。本日の役員理事会に
於きまして、県精神保健福祉協会会費に1万

円、ビックツリーペイジェントの開催協賛に１万円の寄付が承認さ
れました。

幹事報告 佐藤政弘幹事 　皆様のテーブルに12月度の例会のメニューが
あります。今年最後の例会は年越しそばを食べ
て閉めたいと思います。

横山　大S・A・A

　本日のプログラムは会員卓話と致しまして、
ロータリー財団委員会の委員長の遠藤友紀晴さ

んより、財団につきましてお話を頂きたいと思いますので、宜しくお
願い致します。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

石黒秀司ガバナー公式訪問次 回 第19回例会
令和2年11月19日㈭

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一君ロータリー情報副委員長

親睦活動委員会報告 佐藤政弘幹事

　3日／佐藤　聡君　　4日／横山　大君
　6日／菊池章治君　　7日／石黒秀司君

11月誕生日祝い

　3日／新城義雄君、鈴木孝雄君、大木勝浩君
　4日／平栗俊昭君　　5日／伊藤幹生君
12日／本名善兵衛君、宗像 剛君
14日／根本鎮郎君　15日／関根 信君
19日／有馬賢一君　23日／池田達哉君、宮川卓也君

11月結婚記念日祝い

ロータリー財団委員会
委員長 遠藤友紀晴君

　今年度は当郡山RCから地
区に石黒ガバナーを輩出して

おります。そしてまた1936年の創立以来、いよいよ我々郡山
RCは85年目を過ごしているという状況です。そういう当クラブ
の歴史を語る上でも大きな足跡を残すべき1年ではないかと
思いますので、今回はロータリー財団へのご理解も深めて頂
いてご協力をお願いしたい訳ですので、2つほど目標を作りま
した。1つは多数のポール・ハリスフェローの認証者の輩出。
1,000ドル以上の寄付をした方はポール・ハリスフェローの認証
を頂戴できるということです。それから財団の友の賛同者の拡
大と寄付の継続ということで、実は財団の友になっていらっ
しゃる方が50数名おられて、100ドル単位で寄付をされており、
その後の寄付が滞っていらっしゃるわけですが、財団の友の
賛同者の拡大、寄付の継続というこの2つを郡山RCとしては
実現したいということで目標を立てた次第です。特に今年度の
地区の石黒ガバナーの目標は、年次基金寄付。これを全会員
1人当たり150ドル達成。それと特定使途指定寄付ですが、ポ
リオプラス基金への寄付、これを1人当たり30ドル。凡そ180ド
ル。11月2日現在で18,900円。これは最低でも今年度石黒さん
が掲げている地区の会員の皆さんへのお願いであります。で
すからポール・ハリスフェローになっちゃえば、こんなものは軽く
クリアということになりますが、できれば最低でもこの180ドルの
寄付を皆様にはお願いしたいというのが地区の今年の大きな
目標でもございます。税制上の優遇処置が受けられます。それ
から申込書を添付しております。尚皆様のご自宅の方へも郵
便で差し上げたいと思っておりますが、事務局までお申し込み
を頂きたい。それから寄付行為は、これはあくまでも自由意志
ですので、私は決して強制しているわけではございません。皆
さんの善意によるものでございますので、しかし寄付はお願い
したい。熱いお気持ちを寄せて頂ければありがたいです。
　ロータリー財団の使命とは、「ロータリアンが人々の健康状
態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、
貧困を無くすことを通じて世界理解・親善平和を構築できるよ
うに支援することを使命とする」と規定されております。これは
1917年にアトランタの国際大会で国際ロータリーの6人目の会
長であったアーチシー・クランフという方が、ロータリーが基金を
作って何か良いことをしようと提唱しました。1928年にロータ
リー財団と名付けられ、国際ロータリーからは独立した別機関
となったということです。この辺がロータリー財団に寄付しても

会員卓話 どういう風に使われているのか不透明さが残ると言われる原
因なのかなと思います。ロータリー財団の決算は見たことはな
いわけですが、RCとは独立した別機関となっております。
　ロータリー財団の活動は大きく分けで2つです。1つは寄付
金を集める活動、もう1つは寄付金を使う活動です。この寄付
の種類が幾つかあり、地区目標も幾つかあるんですが、今年
は石黒ガバナーを輩出している我 と々してはこの地区目標は
理解しておく必要があるじゃないかと思います。1つはグローバ
ル補助金の活動促進。2つ目は財団奨学生との積極的な交
流を図る。3つ目はポリオ根絶への協力を推進する。4つ目は年
次基金寄付・恒久基金・ポリオ基金の促進と、大口寄付者の
発掘。5つ目はロータリーカードやダイナースカードがありまして、
これを持っておりますとそのカードで買い物をしますと、規定割
合の寄付金が財団に行くという仕組みにもなっております。皆
さんにお願いしたいのは年次基金の1つ目のシェアという部分
です。これが国際財団活動資金と地区財団活動資金に分か
れまして、その地区財団活動資金が更にグローバル補助金と
地区補助金に分けられ、実際のプロジェクトに役立てられる。
そういう仕組みになっているということです。地区補助金とグ
ローバル補助金とポリオプラス、この3つぐらいを我々ロータリア
ンとして覚えておけば大体よろしいんじゃないかと思います。
石黒ガバナーを輩出した今年こそ、地区大会の運営もありま
すし、21日にも大きな運営をするわけですが、今まさに我々が
郡山RCの歴史を作っているんだということで、郡山じゃないと
できない運営、たまには皆さんのやる気を見せて頂いて、郡山
だってやる時はやるんだぞというところをお見せ頂ければと思
います。

〒963‒0201  郡山市大槻町天正坦11

針生ヶ丘病院
院 長 金　森　　良

☎ 932‒0201　　925‒0166
〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427

15日／鈴木孝雄君、関根 信君　24日／鈴木則雄君
27日／鈴木淳策君　30日／大野勝久君
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会長挨拶 池田達哉会長
　皆様、こんにちは。先週は当クラブの再発会例
会でした。会員の皆様と共に再発会のお祝いが
出来た事をとても嬉しく思いました。また、新城パ

スト会長からは、郡山クラブの伝統についてのお話を伺えました。
新城パスト会長ありがとうございました。
　例会に先立ちまして、11月度の役員・理事会が開催されまし
た。新会員の上程があり理事会にて承認されました。佐久間盛徳
さん、佐久間歯科医院理事長、推薦人は神山英司さん、鈴木禎
夫さんです。先月に退会された名誉会員の佐久間崇之先生のご
長男です。次は、今年度の予備費の内、まず一部は、来年5月に
予定されている「創立85周年記念例会」に充当することとしま
す。また、今年度の地区大会は10月から4月に延期されましたが、
地区大会第一日目である「会長幹事会」は11月21日に分離開催
されることが決定しております。その開催にあたり当クラブからもお
手伝いの副幹事はじめ地区出向者が多数参加要請されていま
す。会員の皆様の代理としてお手伝いとして参加頂きますので、
本来なら個人請求されるその登録料に、クラブとしてサポートした
いと思います。
　さて、国際ロータリーの年間計画で、11月は「ロータリー財団月
間」となっております。ロータリー財団は、世界のロータリアンの寄
付によって成り立っており、「世界で良いことをしよう」のスローガン
のもと、ロータリーの奉仕活動の根幹になっているものです。後
程、遠藤友紀晴ロータリー財団委員長より卓話を頂きます。宜しく
お願い致します。アメリカ大統領選挙も、大方の予想通り大変な
混乱をしているようです。世界の経済や国家間の情勢に大きな影
響を与えるアメリカ大統領選挙ですが、何より選挙の開票日に、商
店が店舗にバリケードを築いて店を閉めている様子がニュースで
流れたのですが、一般の事業者がそんなことまでしなければなら
ないアメリカという国の在り方について考えさせられる報道であり
ました。皆さんはどうお考えでしょうか？

　アメリカ大統領選挙はバイデン氏が勝利しましたが（まだ結
果で燻ってはおりますが）、分断の方向に進んだ世界が、すこ
しづつ融和の方向に戻ることを望むところです。
　安達太良山にも雪が積もり、ここのところ郡山も寒さが増し
ております。皆さまお風邪など召されませんよう、何卒ご自愛下
さいませ。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言
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安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会御参加ありがとうございます。遠藤
友紀晴委員長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君、佐藤政弘君、伊野泰司君、太田　宏君
 鈴木正晃君、小田修史君、菅野秀士君、有賀隆宏君
 阿部充正君、渡辺邦浩君
◎お誕生日、ありがとうございます。遠藤さん、卓話楽しみです。大
野さん、お帰りなさい。 鈴木淳策君
◎コロナウイルス感染により、およそ3週間お休みを頂きました。皆
様方にはご迷惑ご心配をおかけ致しました。昨日より再開致し
ました。今後とも宜しくお願い致します。友紀晴さんの卓話、楽し
みにしております。 大野勝久君
◎この度、デリバリー・テイクアウト外販事業を始めました。企業や
ご家庭にお届けできますので、皆様宜しくお願い致します。
 平栗俊昭君
◎明日、明後日、夕方5時よりGo to商店街のイベントが中町・大町
の路上で開催されます。千円で千三百円分呑めますので、是
非お時間ある方お越し下さい。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　11月からロータリーレートがが現行105円が
104円に変更になります。本日の役員理事会に
於きまして、県精神保健福祉協会会費に1万

円、ビックツリーペイジェントの開催協賛に１万円の寄付が承認さ
れました。

幹事報告 佐藤政弘幹事 　皆様のテーブルに12月度の例会のメニューが
あります。今年最後の例会は年越しそばを食べ
て閉めたいと思います。
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んより、財団につきましてお話を頂きたいと思いますので、宜しくお
願い致します。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長
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ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一君ロータリー情報副委員長

親睦活動委員会報告 佐藤政弘幹事

　3日／佐藤　聡君　　4日／横山　大君
　6日／菊池章治君　　7日／石黒秀司君

11月誕生日祝い

　3日／新城義雄君、鈴木孝雄君、大木勝浩君
　4日／平栗俊昭君　　5日／伊藤幹生君
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11月結婚記念日祝い

ロータリー財団委員会
委員長 遠藤友紀晴君

　今年度は当郡山RCから地
区に石黒ガバナーを輩出して

おります。そしてまた1936年の創立以来、いよいよ我々郡山
RCは85年目を過ごしているという状況です。そういう当クラブ
の歴史を語る上でも大きな足跡を残すべき1年ではないかと
思いますので、今回はロータリー財団へのご理解も深めて頂
いてご協力をお願いしたい訳ですので、2つほど目標を作りま
した。1つは多数のポール・ハリスフェローの認証者の輩出。
1,000ドル以上の寄付をした方はポール・ハリスフェローの認証
を頂戴できるということです。それから財団の友の賛同者の拡
大と寄付の継続ということで、実は財団の友になっていらっ
しゃる方が50数名おられて、100ドル単位で寄付をされており、
その後の寄付が滞っていらっしゃるわけですが、財団の友の
賛同者の拡大、寄付の継続というこの2つを郡山RCとしては
実現したいということで目標を立てた次第です。特に今年度の
地区の石黒ガバナーの目標は、年次基金寄付。これを全会員
1人当たり150ドル達成。それと特定使途指定寄付ですが、ポ
リオプラス基金への寄付、これを1人当たり30ドル。凡そ180ド
ル。11月2日現在で18,900円。これは最低でも今年度石黒さん
が掲げている地区の会員の皆さんへのお願いであります。で
すからポール・ハリスフェローになっちゃえば、こんなものは軽く
クリアということになりますが、できれば最低でもこの180ドルの
寄付を皆様にはお願いしたいというのが地区の今年の大きな
目標でもございます。税制上の優遇処置が受けられます。それ
から申込書を添付しております。尚皆様のご自宅の方へも郵
便で差し上げたいと思っておりますが、事務局までお申し込み
を頂きたい。それから寄付行為は、これはあくまでも自由意志
ですので、私は決して強制しているわけではございません。皆
さんの善意によるものでございますので、しかし寄付はお願い
したい。熱いお気持ちを寄せて頂ければありがたいです。
　ロータリー財団の使命とは、「ロータリアンが人々の健康状
態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、
貧困を無くすことを通じて世界理解・親善平和を構築できるよ
うに支援することを使命とする」と規定されております。これは
1917年にアトランタの国際大会で国際ロータリーの6人目の会
長であったアーチシー・クランフという方が、ロータリーが基金を
作って何か良いことをしようと提唱しました。1928年にロータ
リー財団と名付けられ、国際ロータリーからは独立した別機関
となったということです。この辺がロータリー財団に寄付しても

会員卓話 どういう風に使われているのか不透明さが残ると言われる原
因なのかなと思います。ロータリー財団の決算は見たことはな
いわけですが、RCとは独立した別機関となっております。
　ロータリー財団の活動は大きく分けで2つです。1つは寄付
金を集める活動、もう1つは寄付金を使う活動です。この寄付
の種類が幾つかあり、地区目標も幾つかあるんですが、今年
は石黒ガバナーを輩出している我 と々してはこの地区目標は
理解しておく必要があるじゃないかと思います。1つはグローバ
ル補助金の活動促進。2つ目は財団奨学生との積極的な交
流を図る。3つ目はポリオ根絶への協力を推進する。4つ目は年
次基金寄付・恒久基金・ポリオ基金の促進と、大口寄付者の
発掘。5つ目はロータリーカードやダイナースカードがありまして、
これを持っておりますとそのカードで買い物をしますと、規定割
合の寄付金が財団に行くという仕組みにもなっております。皆
さんにお願いしたいのは年次基金の1つ目のシェアという部分
です。これが国際財団活動資金と地区財団活動資金に分か
れまして、その地区財団活動資金が更にグローバル補助金と
地区補助金に分けられ、実際のプロジェクトに役立てられる。
そういう仕組みになっているということです。地区補助金とグ
ローバル補助金とポリオプラス、この3つぐらいを我々ロータリア
ンとして覚えておけば大体よろしいんじゃないかと思います。
石黒ガバナーを輩出した今年こそ、地区大会の運営もありま
すし、21日にも大きな運営をするわけですが、今まさに我々が
郡山RCの歴史を作っているんだということで、郡山じゃないと
できない運営、たまには皆さんのやる気を見せて頂いて、郡山
だってやる時はやるんだぞというところをお見せ頂ければと思
います。

〒963‒0201  郡山市大槻町天正坦11

針生ヶ丘病院
院 長 金　森　　良

☎ 932‒0201　　925‒0166
〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427

15日／鈴木孝雄君、関根 信君　24日／鈴木則雄君
27日／鈴木淳策君　30日／大野勝久君


