
◎宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　   志賀利彦ガバナー
◎中央分区ガバナー補佐として今年度お世話になります。どう
ぞ宜しくお願いします。

 鈴木美恵子中央分区ガバナー補佐
◎歴史と伝統に輝く郡山RC様にメーキャップできて、光栄に
思います。 善方邦彦中央分区幹事

◎歴史と伝統ある郡山RCにメーキャップさせて頂き、大変光
栄に思います。 隂山知秀中央分区幹事

◎志賀ガバナー、鈴木ガバナー補佐、蛭田地区幹事、善方分
区幹事、隂山分区幹事、本日はありがとうございます。宜しく
ご指導下さい。 福島佳之君
◎志賀ガバナーをお迎えして。 阿部充宏君
◎志賀ガバナー、蛭田幹事、鈴木ガバナー補佐、善方・隂山
両分区幹事をお迎えして。郡山RCを楽しんで行って下さ
い。 石黒秀司君

◎志賀ガバナー、蛭田幹事、他皆さん、ようこそ!志賀ガバ
ナー、白いキャンバスに思いの色に染めて下さい。ガンバ
レー! 関根　信君
◎志賀ガバナー、蛭田幹事、ご指導ありがとうございました。1
年間宜しくお願い申上げます。 初瀬照夫君

◎志賀ガバナー、地区役員の皆様を歓迎致します。
 佐藤尚宏君、伊野泰司君、鈴木正晃君、有賀隆宏君
 太田　宏君、池田達哉君、神山英司君
 湯浅大郎君、高橋裕一君、佐藤政弘君
 佐藤　聡君、菅野秀士君、中原善範君
 高橋孝行君、大木勝浩君、平栗俊昭君
 成田英樹君、大山勇起君、宮川雄次君
◎福島会長、阿部幹事、宜しくお願いします。 渡邊邦浩君
◎福島年度、いよいよスタートですね。お身体第一に、頑張っ
て下さい。 高橋良和君
◎結婚記念祝いと誕生日祝いをダブルで頂きました。ありがと
うございます。 村上康雄君

　皆様、こんにちは。石黒直前ガバナーに敬
意を表して、本日は志賀今年度ガバナー以下、
総メンバーでいらっしゃって頂きました。第2530
地区志賀利彦ガバナー、鈴木美恵子ガバナー補佐、蛭田修
二地区幹事、中央分区幹事善方邦彦君、隂山知秀君です。
本日は9時半から会長幹事会、そして10時半からクラブ協議
会を経て、例会に至っております。会長幹事会では、私・阿部
幹事・佐藤エレクトが参加し、志賀ガバナーより色々ご教授を
頂いたのでありますが、志賀ガバナーの地区協議会のプログ
ラム等々は多分うちの年次報告書にもご挨拶の文面が入るか
と思いますが、その中でも僕が一番好きな一文があります。「ク
ラブ例会は楽しく、全員一人一人がクラブ内でその役割を担
い、私はクラブから必要とされていると思える組織と雰囲気を
作りましょう」という文章です。僕の会長方針の中でも入れさせ
てはあったんですが、志賀ガバナーが仰っている意味というの
は凄く共鳴致しまして、会長幹事会の折にもその話を志賀ガ
バナーが力説されておられました。コロナの関係で例会が休み
になったりする状況が続いて、今年度はワクチン接種も多分か
なり進むであろうと思われます。私のところにも6月28日にも接種
券が届きまして、早々に病院に電話致しましたところ、一番早
いのが7月15日だそうでありました。2回目まで進めば、それが完
全なコロナ対策とは言えませんけど、感染の対策をもっとしっ
かりして皆様とface to faceで親睦を図れる例会を1年間進め
て行きたいと思っておりますので、宜しくお願いします。

会長挨拶 福島佳之 会長
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役員・理事・各委員長就任挨拶次 回 第４回例会
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　ロータリーレート変更のお知らせを致します。
7月から1ドル111円に変更になります。

幹事報告 阿部充宏 幹事

 第2530地区志賀利彦ガバナーより卓話を頂戴したいと思い
ます。志賀利彦ガバナー、宜しくお願い申し上げます。

ガバナー紹介 福島佳之 会長

総員／98名　出席／50名　欠席／48名
出席率／51.02％　前回修正率／67.86％
他クラブ出席／0名

出席報告 佐藤　聡 委員長

第2530地区志賀利彦ガバナー訪問例会

　「ロータリーの友」7月号を紹介いたします。

雑誌委員会報告
有賀隆宏 委員長

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

　石黒直前ガバナーの昨年度の
活躍に対しましては、大変敬意を
表しております。まずは会員増強ということでのご功績はいか
ばりかと思っております。会員数を増やした形で、2,221名とお
聞きしており、全国でも指折りの地区に相当するものだと私は
思っております。本当に先の1年間のご活躍、誠にありがとうご
ざいました。引き続きご指導頂けるということですので、安心し
ております。
　RIシェカール・メーターさんの「奉仕しよう　みんなの人生を
豊かにするために」という題を頂きました。私と致しましては非
常に近年になく分かりやすい、ストレートな、また感動を覚える
言葉だと感じます。豊かということは大事です。｛豊か｝が故に
人に奉仕することもできると思うんです。自分の豊かさが無く
て、人にできないと私は思っております。そしてロータリーには
「ロータリーの力と魔法」というテーマで地区大会に臨みたい
と思っております。この言葉は、シェカール・メーターさんの詩の
中の一節を使わせて頂きました。是非地区大会、リアルでやり
たいと思いますので、是非お出で頂きたいと思っております。宜
しくお願いします。
　今日は志賀利彦という人間を知ってもらいたくてお話しよう
と、自分で決めて来ました。私は昭和22年7月10日生まれで
す。74歳になります。私の父の名前は志賀誠二郎と言います。
父は農家の次男坊で生まれまして、農業を継ぎたいという気
持ちは多々あったようですが、当時の日本の制度の中では農
家を分けてあげることはできないので、外に出なさいということ
で代用教員という道を選んだそうです。そして福島を皮切りに
郡山・会津・いわき等々に転勤したそうです。会津で今は亡き
母と結婚し、現在私がいるということです。それをずっと続いて
いれば良かったんですが、当時は父親も教員という道をある
一時おきながら、開拓者として働いてみたいということで、いわ
き市の山の中で果樹園をやっていました。私どもが成長すると
共に教育のことを考えて町に出ようということで、職を変えて電
気工事関係の仕事をさせて頂きました。電気工事関係といっ
ても、まだ一般家庭には電気が出始めたかということで、コンセ
ント一つもない時代でした。そんな中で工事をしたので、本当
に周りの人と助け合って、一家を養っていました。父が56歳、
私が26歳の時に胃癌の再発で亡くなりました。私は父の仕事
を受け継ごうという意志に立ちました。ところが父の仕事は、午
前中には仕事が終わっちゃうんですね。色 と々つてを頼って、
父が若い頃活動したのが会津に母親の実家があり、当時は
出稼ぎで日立製作所に入れてあげたそうです。それで日立と
の付き合いがありまして、日立製作所に仕事を頂戴に行って
参りました。日立製作所には私の兄が勤めておりましたので、
口利きで流させて頂きました。私の得意なのは、自変電設備と
申しまして、家庭用の100Vや200Vではなくて鉄塔を想像して
みて下さい。鉄塔から電気を受けて、100V・200Vの電気に変
換します。そういうのをやっている企業です。お陰様で順調に
進んで参ったわけですが、若い頃は色 と々私も野心がござい
まして、ひょんな出会いで日立製作所OBの方から「茨城県の
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筑波秀英学園が開校するのに300名ぐらい生徒を採用しよう
としたところ、800数名とっちゃって教室が埋まってしまったの
で、すぐ増築しなくてはならない」と声が掛かりました。その学
校の開校式直前に出会いがありました。生徒と先生のやり取
りを見ていて、私もこれは造ってみたいなとお話をしまして、そこ
の理事長が「志賀さん、やるんだったら応援してもいいよ」と言
われました。私を紹介した人間のお兄さんが事務局をやって
いて、向こうの理事長さんが「良ければ、あなたの所に出しても
いい」と言われ、学校を造ろうと専念しました。ところが私は県
にお願いに行ったところ、それは1995年頃の話ですが、とんで
もないという状況で迎えられました。しかし150回近く県庁に通
い、最後にはとうとう理解して頂いて5年の月日が経ちました。
そんなことで開校することが出来ましたが、学校を造るのに2
年間かかりまして、なぜ私は造るんだと言った時に、いわきの
実情を見た時に、いわきには立派な公立高校が一杯ございま
すが、その中でも私立高校というのは落ちた者が行く所だとい
う程度であるし、当時福島県としては学ぶという指数から言う
と、47都道府県中、下から2～3番という順位がずっと続きまし
た。それが何年も続きました。それで造ろうという風に自分もな
って来たんです。お陰様で今は県内でも私立高校としての位
置づけはなんとか進んで来まして、2年連続して東大に進学さ
せたことが出来たことは私も誇りに思っております。進学率は
私は県内一ではないかと自負しております。私は教壇に立つ
資格はありません。私は高卒であります。ロータリーの友に、「あ
なたは子どもの頃は何になりたかったですか？」と聞かれたら、
「早く働きたい。父親を楽にしてあげたいから」と答えていま
す。私の子どもの頃は1億総生活が苦しかったように思いま
す。働いて父親に楽をさせたいというのは、子ども心にずっと
覚えています。小学5年生の時からアルバイトをしていました。
最初にやったのは草むしりです。そこからスタートして高校の
時にはバイクで牛乳配達をやって、親から1円もお金を貰わず
卒業しました。そのくらい働くことに意義があると頑張って参り
ました。体力も私はまだまだあるつもりですので、今日一番伝え
たかったのは、この色んな経験したことを実としてこれからのロ
ータリー活動に使いながら、少しでも前向きに良い方向に進め
たいと考えでございます。私もそうやってもなかなかメーキャッ
プそのものも3回ぐらいしかありません。本当に勉強をしなかっ
た不真面目者でございます。ここ2～3年は随分人間が変わり
ました。ロータリーの見る目も変わりましたと、自負しております。
やはり気づきが大切だと思っております。石黒先輩を見ている
と、本当に羨ましいぐらい行動力がある。私は学びを盗もうとい
う気持ちです。こういう人間ですが、1年間どうぞお付き合いの
ほど宜しくお願いします。

横組　　4頁　会長テーマ
 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
　　　　7頁　RI会長シェカール・メーター氏のメッセージ
　　　12頁　それぞれの方より寄せられた
 シェカール・メーターRI会長への思い
　　　22頁　第2530地区「無から有を生ぜしめた男」
 志賀ガバナーコメント
縦組　　4頁　コロナ後、日本はどうあるべきか
　　　13頁　私の一冊「価格破壊」
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表しております。まずは会員増強ということでのご功績はいか
ばりかと思っております。会員数を増やした形で、2,221名とお
聞きしており、全国でも指折りの地区に相当するものだと私は
思っております。本当に先の1年間のご活躍、誠にありがとうご
ざいました。引き続きご指導頂けるということですので、安心し
ております。
　RIシェカール・メーターさんの「奉仕しよう　みんなの人生を
豊かにするために」という題を頂きました。私と致しましては非
常に近年になく分かりやすい、ストレートな、また感動を覚える
言葉だと感じます。豊かということは大事です。｛豊か｝が故に
人に奉仕することもできると思うんです。自分の豊かさが無く
て、人にできないと私は思っております。そしてロータリーには
「ロータリーの力と魔法」というテーマで地区大会に臨みたい
と思っております。この言葉は、シェカール・メーターさんの詩の
中の一節を使わせて頂きました。是非地区大会、リアルでやり
たいと思いますので、是非お出で頂きたいと思っております。宜
しくお願いします。
　今日は志賀利彦という人間を知ってもらいたくてお話しよう
と、自分で決めて来ました。私は昭和22年7月10日生まれで
す。74歳になります。私の父の名前は志賀誠二郎と言います。
父は農家の次男坊で生まれまして、農業を継ぎたいという気
持ちは多々あったようですが、当時の日本の制度の中では農
家を分けてあげることはできないので、外に出なさいということ
で代用教員という道を選んだそうです。そして福島を皮切りに
郡山・会津・いわき等々に転勤したそうです。会津で今は亡き
母と結婚し、現在私がいるということです。それをずっと続いて
いれば良かったんですが、当時は父親も教員という道をある
一時おきながら、開拓者として働いてみたいということで、いわ
き市の山の中で果樹園をやっていました。私どもが成長すると
共に教育のことを考えて町に出ようということで、職を変えて電
気工事関係の仕事をさせて頂きました。電気工事関係といっ
ても、まだ一般家庭には電気が出始めたかということで、コンセ
ント一つもない時代でした。そんな中で工事をしたので、本当
に周りの人と助け合って、一家を養っていました。父が56歳、
私が26歳の時に胃癌の再発で亡くなりました。私は父の仕事
を受け継ごうという意志に立ちました。ところが父の仕事は、午
前中には仕事が終わっちゃうんですね。色 と々つてを頼って、
父が若い頃活動したのが会津に母親の実家があり、当時は
出稼ぎで日立製作所に入れてあげたそうです。それで日立と
の付き合いがありまして、日立製作所に仕事を頂戴に行って
参りました。日立製作所には私の兄が勤めておりましたので、
口利きで流させて頂きました。私の得意なのは、自変電設備と
申しまして、家庭用の100Vや200Vではなくて鉄塔を想像して
みて下さい。鉄塔から電気を受けて、100V・200Vの電気に変
換します。そういうのをやっている企業です。お陰様で順調に
進んで参ったわけですが、若い頃は色 と々私も野心がござい
まして、ひょんな出会いで日立製作所OBの方から「茨城県の
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筑波秀英学園が開校するのに300名ぐらい生徒を採用しよう
としたところ、800数名とっちゃって教室が埋まってしまったの
で、すぐ増築しなくてはならない」と声が掛かりました。その学
校の開校式直前に出会いがありました。生徒と先生のやり取
りを見ていて、私もこれは造ってみたいなとお話をしまして、そこ
の理事長が「志賀さん、やるんだったら応援してもいいよ」と言
われました。私を紹介した人間のお兄さんが事務局をやって
いて、向こうの理事長さんが「良ければ、あなたの所に出しても
いい」と言われ、学校を造ろうと専念しました。ところが私は県
にお願いに行ったところ、それは1995年頃の話ですが、とんで
もないという状況で迎えられました。しかし150回近く県庁に通
い、最後にはとうとう理解して頂いて5年の月日が経ちました。
そんなことで開校することが出来ましたが、学校を造るのに2
年間かかりまして、なぜ私は造るんだと言った時に、いわきの
実情を見た時に、いわきには立派な公立高校が一杯ございま
すが、その中でも私立高校というのは落ちた者が行く所だとい
う程度であるし、当時福島県としては学ぶという指数から言う
と、47都道府県中、下から2～3番という順位がずっと続きまし
た。それが何年も続きました。それで造ろうという風に自分もな
って来たんです。お陰様で今は県内でも私立高校としての位
置づけはなんとか進んで来まして、2年連続して東大に進学さ
せたことが出来たことは私も誇りに思っております。進学率は
私は県内一ではないかと自負しております。私は教壇に立つ
資格はありません。私は高卒であります。ロータリーの友に、「あ
なたは子どもの頃は何になりたかったですか？」と聞かれたら、
「早く働きたい。父親を楽にしてあげたいから」と答えていま
す。私の子どもの頃は1億総生活が苦しかったように思いま
す。働いて父親に楽をさせたいというのは、子ども心にずっと
覚えています。小学5年生の時からアルバイトをしていました。
最初にやったのは草むしりです。そこからスタートして高校の
時にはバイクで牛乳配達をやって、親から1円もお金を貰わず
卒業しました。そのくらい働くことに意義があると頑張って参り
ました。体力も私はまだまだあるつもりですので、今日一番伝え
たかったのは、この色んな経験したことを実としてこれからのロ
ータリー活動に使いながら、少しでも前向きに良い方向に進め
たいと考えでございます。私もそうやってもなかなかメーキャッ
プそのものも3回ぐらいしかありません。本当に勉強をしなかっ
た不真面目者でございます。ここ2～3年は随分人間が変わり
ました。ロータリーの見る目も変わりましたと、自負しております。
やはり気づきが大切だと思っております。石黒先輩を見ている
と、本当に羨ましいぐらい行動力がある。私は学びを盗もうとい
う気持ちです。こういう人間ですが、1年間どうぞお付き合いの
ほど宜しくお願いします。
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