
  ■ 会 長 挨 拶
皆様こんにちは。いよいよ、この日が

やって参りました。改めて、この度、

会津若松城南ロータリークラブ 2018-

2019 年度会長を拝命した、山田哲史で

す。歴史ある当クラブの会長となるに

あたり、この上ない喜びと光栄に打ち

震えております。

そしてこの数ヶ月その準備をするにつれ、歴代会長の皆様のご苦

労の一端がわかりました。頭が下がるとともに、そこに名を連ね

るにあたり相応しい会長になるよう努力していこうと、身の引き

締まる思いでおります。会長としての指針やクラブの目標につい

ては、後ほどプログラム内でお時間をいただいてお話ししますの

で、よろしくお願いいたします。

さて、第一回目のご挨拶は何を話そうか、とても迷いましたので、

参考にしようと思い昨年の小川会長のご挨拶を紐解きました。す

るとちょうど 7 月 4 日だったので、アメリカ独立宣言のお話を

されていました。「この日はロータリーにとっても、広い意味で

の記念日と言えるかもしれません」という独自の論にまで発展さ

せた素晴らしいアカデミックなスピーチでした。知識不足の私に

はとても高度過ぎて残念ながら参考にできませんでしたが、改め

て小川直前会長の凄さがわかりました。

そこで、いま一番メディアを賑わせている FIFA ワールドカップ

のお話をさせていただきます。私も学生時代サッカーを 10 年以

上やっていましたので、この時期は毎日のようにスーパープレイ

が観られて嬉しい限りです。

さて日本代表ですが、今日の未明にベルギー代表とトーナメント

一回戦を戦い、残念ながら敗北したことは皆様もご承知かと思い

ます。私も午前３時からの試合が観たかったのですが、今日の挨

拶で呂律が回らなくなるかと思い、朝のニュースで結果を知りま

した。

しかしそれより今回私の心に残ったのは、その前のリーグ最終戦

で物議を醸した、試合直前の「時間稼ぎ」です。0 対 1 で負けて

いたにも関わらず、他会場で行われていた試合の経過を踏まえ、

試合終了残り 10 分ほどをボール回しでしのいだというものです。

結果的にトーナメントに進出できたものの、最後までゴールに向

かうべきではないか、卑怯だ、という批判が非常に多く、後味の

悪い試合となってしまいました。

批判されながら無様でも不本意でも勝ち上がることが大事か、例

え敗れても力いっぱい潔くぶつかることが大事か。これについて

は皆様も賛否両論でしょうし、私も答えがあるとは思いません。

ただ重要なのは、何を目標に据えるかということだと思います。

日本代表の西野監督や選手たちは勝ち上がることだけを目標に

したため、時間稼ぎをしました。これが例えば「力いっぱい戦う

ことの素晴らしさをみんなに伝える」という目標であれば、最後

までゴールを目指したでしょう。

これは、ロータリーにも同じことが言えると思います。私たちは

何のために例会を開き、何を目標として活動するのか。それがし

っかりと掲げられていなければ、手段や過程に迷いが生じます。

逆に掲げることができていれば、なにがあろうと胸を張って行動

できます。

ですから今月から言わば、西野監督のような立場になる私が、四

つのテストや綱領を踏まえながら、RI・地区・分区・クラブの目

標をしっかり掲げることがとても重要なことだと思っています。

もしそれが今後ぶれた時は、遠慮なくご叱責いただければ幸いで

す。

　先ほど申し上げた通り、後ほどその目標についてお話させてい

ただきますのでよろしくお願いします。以上、ご挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

▪会長／山田　哲史　　▪幹事／赤城　明広
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出席委員会
▪出席率　76.92% ▪前回出席率訂正　80.00%

各 委 員 会 報 告

幹事報告
1 .直前ガバナー事務所より
○ガバナー事務所閉鎖並びに
 直前ガバナー事務所開設野お知らせ（受）
2 .田島RC、会津若松南RCより
○７月の例会プログラム（受）
3 .会津若松地区薬物乱用防止指導員協議会より
○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動および募金のお願い（受）
4 . 暴力追放会津若松市民会議より
○暴力追放活動功労者の推薦についての依頼（受）

▪ 点 鐘　　　　山田　哲史　会長
▪ 国 歌 斉 唱
▪ ロータリーソング　　　　奉仕の理想
▪ 四 つ の テ ス ト　　　　佐藤　郁雄　君
▪ 会 長 挨 拶　　　　山田　哲史　会長

木村　武美　委員長

赤城　明広　幹事

ニコニコBOX委員会
山田君：多くの出席、有難うございます。皆様一年間よろし
くお願いします。
赤城君：今日から山田年度です。新体制の幹事として頑
張っていきます。楽しい例会にしたいですね。
小川君、湯田君、黒澤君、渡部君：山田会長、赤城幹事一年間
よろしくお願いします。山田丸の出航を祝して。
松川君、山口(廣)君、木村(剛)君、大塚君、岡本君、山口(隆)
君、小島君：山田会長、赤城幹事、理事・役員の方々一年間よ
ろしくお願い致します。
村﨑君：山田会長、赤城幹事新年度がんばろうー！
木村(武)君：会長、幹事、新役員の皆様、一年間しっかり頑
張ってください。
田中君：山田会長、赤城幹事いよいよスタートガンバレ！

小島　敦　委員長

本 日 の プ ロ グ ラ ム
◎会長幹事新任挨拶　山田会長、赤城幹事
◎結婚誕生祝い
　会員誕生：野澤会員
　夫人誕生：村﨑会員
　結婚祝い：該当なし

米山記念奨学会委員会
赤城君：猛暑が続きますがお身体にご自愛ください。
小島君：毎日暑いですね。みなさん体調に気を付けてくだ
さいね。サッカー日本代表、勝ったと思ったら残念でした。
小池君：山口、赤城幹事おめでとうございます。暑いぜ！
大塚君：皆様こんにちは。山田年度スタートに乾杯！
松川君、黒澤君、木村(武)君、湯田君、田中君、岡本君：ニコニ
コに同じ。

佐藤　　敬　副委員長

R財団委員会
赤城君：今日は、父の命日です。父がいたから今がある。感
謝して生きます。
黒澤君：会長、幹事、理事の皆さん今年一年お世話様になり
ます。
湯田君：毎日暑いので体調管理気を付けてください。
大塚君：皆様こんにちは。一年間よろしくお願いします。
木村(武)君：猛暑に負けず頑張りましょう。
松川君：今年はR財団委員長を仰せつかりました。会員皆々
様のご協力よろしくお願い致します。
田中君、岡本君：ニコニコと同じ

松川　正光　委員長

岡本　恭宜　副委員長

ア ル バ ム

今日から新年度です！山田哲史新会長の開会点鐘です。



S.A.A. に鈴木康介会員が抜擢されました。副 S.A.A. の田中会員と山口隆義会員も揃ってご挨拶。

山田会長のご挨拶です。やっぱり緊張していますね。

赤城明広新幹事より幹事報告。こちらも緊張しています！



新年度を祝って、直前会長の小川洋正会員が乾杯の音頭（ノンアルです）。
ありがとうございます！

今年の新委員長の方々による発表です。木村武美出席委員長、小島敦ニコ
ニコ BOX 委員長、松川正光ロータリー財団委員長、岡本恭宜米山委員長。

１年間よろしくお願いします！



結婚誕生祝いです。おめでとうございます。

山田会長の新任挨拶。緊張しつつもクラブの目標をきちんと示してくださいました。
１年間よろしくお願いします！

赤城幹事も堂々と、そしてにこやかに初心の発表。
いつも明るい雰囲気づくり、ありがとうございます。

これから１年間、奉仕の精神で皆さんがんばりましょう。よろしくお願いします！



会 長 新 任 挨 拶
私は先月の 25 日でやっと 44 歳になりました。ロータリー歴は
7 年半ですがまだまだ未熟な若輩者で、口下手で、要領も悪い
ですが、会長になったからには精一杯でき得る限りのことをやっ
ていこうと思っております。

さて、今年度の RI、地区、分区、そしてクラブの目標ならびに
私の行動指針を改めてお話させていただきますのでよろしくお
願いします。

まず、今年度国際ロータリー会長バリー・ラシン氏は、「何か大
きなことに挑戦しようというインスピレーションを人々に与え
てほしい」といった主旨で、「Be the Inspiration：インスピレーショ
ンになろう」をテーマとされました。
また最重点目標のポリオ撲滅への支援の他、3 つの優先項目を国
際ロータリーの目標としています。
優先項目 1　　「クラブのサポートと強化」
優先項目 2　　「人道的奉仕の重点化と増加」
優先項目 3　　「公共イメージと認知度の向上」
です。
　これらを踏まえて、国際ロータリー第 2530 地区の平井義郎ガ
バナーは、大きく分けて９つの目標を設定されました。
１．会員基盤の維持と強化
２．ポリオ撲滅への取り組みと支援
３．TAKE ACTION - みんなで行動を起こしましょう
４．RI 戦略計画と中核的価値観の理解と実践
５．公共イメージの向上
６．全クラブでロータリー賞に挑戦しよう
７．研修制度の充実
８．ロータリー財団への理解と活用
９．米山記念奨学会への協力
また会津分区では特に青少年育成活動に重点を置き、会津分区
ガバナー補佐である喜多方ロータリークラブの星冨士雄氏は、
会津 10 クラブがインターアクトクラブを提唱し、ローターアク
トクラブをもう１クラブ設立することを目標とされました。
　ざっと挙げましたが、詳細を知るには今月発行いたします当
クラブの活動計画や、MY ROTARY をご参照いただきたいので、
ぜひ MY ROTARY への登録をお勧めします。

これらを踏まえて、当クラブの目標を掲げました。
１、インターアクトクラブの提唱または共同提唱
　地区も分区も奨励する、大きな事業です。大きなことに挑戦
することで、クラブの活気もより増してくると思います。
２、今年度新設した戦略委員会による中長期戦略案始動
　目先だけでなく、ずっと先のクラブを見据えるために、現状
を把握・分析するところから始めます。
３、各委員会の自主的な企画・行動の奨励
継続事業だけでなく、新しい事業へ向かっていくため、補助金
活用なども検討していきます。各委員会がやりがいを持てるよ
うにできればと思います。
４、例会出席率、会員維持率向上
　S.A.A. や各委員会と話し合い、楽しくてためになる例会実現を

目指します。またメイキャップを奨励し、出席率を上げるとと
もに、他クラブとの会話を増やしていきます。
５、公共イメージ向上への施策
　マスコミ・ミニコミ誌などと対話し、事業などをパブリシティ
で掲載していただくなど、様々なメディアで施策していきます。
６、会員増強
私たちが事業や例会を通して、ロータリー活動や当クラブに自
信と誇りを持ち、楽しむことがまずできないと、会員増強は難
しいと思います。そうした上で、女性会員２名を含む純増４名
を目指します。
７、第 2530 地区 2018-2019 年度地区大会のサポート
　会津で 11 月に開催される地区大会を、交通・エクスカーショ
ン委員会としてサポートしていきます。

そしてこれら目標に向かっての、年間を通した私の行動指針を
申し上げます。
１、やってみる、挑戦する。
今年度から初めて行う、新しい試みをしていきます。失敗する
かもしれませんし、着手できないかもしれません。しかし、そ
こに向かうことが大事だと思います。
２、まず隗より始めよ。
これは大きなことを成すにはまず手近なところから着手せよ、
また、物事は言い出した者から始めよという故事成語です。
まずは小さなことからでも率先して行うことが重要だと思いま
す。
３、誰とでもどんどん話していく。
親睦と友愛と理解のため、クラブ内はもちろん、他クラブや、ロー
タリアン以外の方々とも、ロータリーの話題を中心に、沢山の
ことを話していくつもりです。そうすれば、きっと良い化学反
応が起きるはずと思います。

ちなみに３つの指針「やってみる、まず自分から、誰とでも」
の頭文字をとると「や・ま・だ」となります。片時もこの指針
を忘れないように、工夫したつもりです。皆様にもとても覚え
やすくなっております。

　以上、年度の目標をお話させていただきました。例会の冒頭
にもお話したように、これらの目標を１年間しっかりと掲げて
続けていきたいと思います。
やるべき事は多いですが地区・分区の役員の方々や、応援して
下さる方々、そして何より当クラブ会員の皆様にご理解とご協
力をいただくことができれば、決して達成不可能ではないと思
います。
また、前向きで皆に好かれる赤城幹事と、非常に優秀な小椋事
務局の存在もとても心強く、何でもできる気になります。
　
最後になりますが、私はこの会津若松城南ロータリークラブが
大好きです。ここに来て、皆さんに会うと、適度な緊張感はあ
れど、とても落ち着くし、楽しいです。ですからもっともっと
いま以上に素晴らしいクラブにできるよう、未熟者ですが、精
一杯努めて参ります。
ぜひ皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、ご挨
拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。


