
紹介で入会させていただきました。現在まで 40 年 9
カ月という長い間皆さんと共に勿来ロータリークラ
ブで活動し今に至りました。その間会長も経験させ
ていただき世界大会の韓国にも行って参りました。
いろいろな事がありましたが年を取る度に体調が悪
くなり特に東日本大震災後は日課にしていた散歩も
出来ずますます足が弱くなりました。また、例会に
出る為には車を運転しなければならずもし事故でも
起したらという心配もあり今日で退会する事にしま
した。皆さん、長い間本当にありがとうございました。
◎幹事報告－鈴木雅之幹事
・年度末が近づいています。未提出の伝票等がありま
したら私の方へお出し下さい。
◎赤津会長エレクトより案内
　7月 11 日に行われる会長幹事会の案
内が届いておりますが内容はガバナー
公式訪問と被災復興支援についてとな
っております。被災を受けた地域とし
て欲しい物があれば具体的な金額など
を要望書にしてガバナー補佐へ出して欲しいという
ことですので皆さんの中でご要望がありましたら私
へ連絡して下さい。
◎山下副幹事より報告
　いわき分区へ震災復興支援として軽トラックを寄
贈したいので支援先をガバナー補佐へご連絡下さい
と案内が来ています。また、震災支援の洋服が300 着
程あるので寄贈したいので、希望があれば出して欲
しいという案内も届いております。それから次年度
ガバナー公式訪問 8月 3 日（水）16 時からと決まり
ました。夜の例会になりますので 7月に入りました
ら第 1、第 2、第 3例会日はクラブ協議会を行います。
◎各委員会報告
◇出席委員会－髙瀬委員
　本日の出席状況は下記の通りです。
◇スマイルボックス委員会－矢吹小委員長
・今期最後のスマイルデイです。宜しくお願い致しま
す。冨澤、川中、矢吹、船橋、嵐、佐野、生駒、佐
久間、富岡、金成、斉藤各会員及び渡邉公平ガバナー
補佐、鈴木（修）会長、鈴木（雅）幹事

クラブ協議会
　　　　（2010 ～ 2011 年間報告）

◎会長報告－鈴木修一郎会長
　皆さん、今日は。本日は大分夏らし
くなって来たような日射しになりまし
た。昨日は嵐のようなカミナリが鳴り
湿度が上がって今日は蒸し暑くなりま
した。私の年度も今日と来週の夜の例
会の 2回を残すだけとなり今日は各委

員会より年間報告を簡単に発表して戴くことになっ
ております。宜しくお願いします。会長報告ですが、
マッチンググラントで現在放射能測定器を 40 個手配
の計画をお願いしていますが、台湾のクラブが他の
マッチンググラントと重なりダメですと国際ロータ
リークラブから連絡がありました。それでどうする
かというと違うパートナーを探さなければならなく
なり、神奈川ロータリークラブの山室さんがご尽力
下さり新しいパートナーが見つかりました。アメリ
カマサチューセッツ州のトリオロータリークラブさ
んが新しく私達のスポンサーとして動いて戴いてい
ます。6月 30 日までに申請手続きをしなさいとＲＩ
より指示が来ております。佐藤英二ロータリー財団
小委員長が直接トリオＲＣの会長さんと話をすすめ
ておりますので8割から9割は大丈夫であろうと思っ
ています。それから大橋ガバナーより連絡があり白
河西ロータリークラブ 25 周年の式典に参加し、勿来
ロータリークラブさんも姉妹ロータリークラブを持
つと良いですよとアドバイスを頂きました。いろい
ろなクラブと交流をすることは地域間交流が出来て
よいことだとおっしゃっていました。この話は赤津
次年度へ申し送りさせて戴きました。それと残念な
話ですが横木弘行会員が本日付で退会となり今日が
最後の出席となります。大正 12 年 3 月 24 日生まれ
の横木会員は今年米寿となられましたのでそのお祝
いをお渡し致します。前の方へどうぞ。おめでとう
ございます。横木会員は昭和 46 年入
会で在籍 40 年になります。ひと言ご
挨拶をどうぞ。私からは以上です。
◎退会会員挨拶－横木弘行会員
　皆さん、今日は。私は昭和 46 年 10
月 1 日櫛田病院の櫛田敏也先生のご
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ロータリーソング
－今月は親睦活動月間です－

4つのテスト
　  佐久間裕一 会員

・今年度で退会致します。長い間お世話になりました。
横木弘行会員

・早退ごめんなさい。
小熊、渡辺（勉）各会員及び髙萩副会長

クラブ協議会（2010 － 2011 年間報告）
◎会長挨拶　鈴木修一郎会長
　私は第 49 代会長として、皆様のご協力とご支援を
戴きここまでこれたことを心より厚く御礼申し上げ
ます。私の今年の一番大きなテーマは 2013 － 2014
年にガバナー候補としてガバナーノミニーを当クラ
ブより選出することでした。また、例会は 1年間を
通して震災もありましたが、1回も休会することなく
開催出来ました。それと50周年を記念するジャンパー
も今年度内に発注することも出来、また、2月 6日に
ＩＭを開催し当クラブが 1つにまとまったと思いま
した。震災後は沢山のクラブより義援金、支援物資
を頂戴し誠にありがとうございました。最後に渡邉
公平ガバナー補佐の奥様裕子様には毎回例会に花を
添えて戴き御礼申し上げます。
◎クラブ奉仕第一委員会　赤津委員長
　職業分類、会員選考増強、ロータリー情報の各委
員長さんを中心に、自主的に委員会間の連携を深め
ながら事業計画の実施に取り組まれ、成果をあげら
れたこと感謝申し上げます。会長エレクトとして次
年度の準備として行動してきましたが、ロータリー
の知識不足を痛感しました。学んだことを次年度に
生かして参りたいと思います。
◎職業分類委員会　関根委員長
１．今年度は、未充填部門に、建築設計、化学工場
管理職（元）、旅行代理店が充填出来ました。

２．新入会員の手続きとして、候補者のカードは理
事会で検討し、可能性があると認められたときは、
最初に職業分類委員会に回って来なければなりま
せん。今年度はそう言う手続きを経なかった様で
残念でした。

３．関連委員会と協力し、会員増強活動を行いました。
４．3月 30 日に予定されていた当委員会の卓話が東
日本大震災発生のため中止になってしまいました。

◎ロータリー情報委員会　遠藤委員長
　　　　　　　　　　（代理発表鈴木（雅）幹事）
　新入会員を主体にロータリへーの歴史、活動等に
関する知識や情報を提供し、会員の責務を理解し、
ロータリーの面白味を感じて貰い、会員への定着化
を図った。
１．全会員に各種委員会には企画段階から参加して、
ロータリーへの参画意識を持たせた。

２．いわき分区主催の新入会員セミナーには当クラブ
から新入会員を含む五名が参加して、ロータリー
財団とロータリーの成り立ちと歴史について学び、
他のクラブとの交流をも深めた。

３．今年度の新入会員と会長他、各委員長との懇談会
を設けて、ロータリーに対する、感想 希望 不満等
について忌憚の無い意見を交わしあって、今後の
会員増強等の参考とした。

◎クラブ奉仕第二委員会　髙萩委員長
１．クラブ奉仕委員会の連絡を密にし例会を開催致
しました。

２．会長を補佐し、担当委員会と連絡を取り合い楽
しいロータリー活動に努めました。

３．クラブ奉仕の目的を達成するため出席率の向上
を図るべく楽しい活動になるよう会員相互の親睦
を図りました。

４．対外活動への参加と対外活動への参加協力をお
願い致しました。

◎出席委員会　髙瀬委員
１．会員へ出席奨励賞を贈り出席率向上に努めました。

２．おかげを持ちまして無断欠席もすくなくなり 3
月・4 月の震災月をのぞけば 94.65％ 2 ヶ月を含め
ましても 89.35％を維持する事が出来ました。

３．多くのメイクアップカードの提出ありがとうご
ざいました。

◎クラブ会報委員会　児玉小委員長
１．全ての例会のクラブ会報について、遅滞なく発
行することができた。委員をはじめ関係各位の協
力の賜物である。

２．会報の内容をできるだけ事実に忠実に、分かり
易く見易い形にまとめることに留意した。またで
きるだけ写真を挿入するようにした。

３．家族例会では、できるだけ参加者全員のスナッ
プ写真を撮り、会報に掲載するに当っては、公平
になるよう注意を払った。

４．ホームページへの会報の掲載に当っては、担当
委員と連携をとり遅滞なく実施することができた。

◎ＳＡＡ　矢代委員長
　本年度活動方針に添って、ロータリークラブとし
ての品格を守り楽しく密度が濃い例会の開催と円滑
な進行に努めました。
　会長、幹事や各委員会との連携を良く取り、親睦
を深めるための 4ヶ月ごとの席次変更を実施しまし
た。ＳＡＡ、副ＳＡＡ、会員協力して 1年間活動し
内容の充実した例会を開催することが出来ました。
ありがとうございました。
◎プログラム委員会　佐久間副委員長
　会長方針に基づき、各委員会と連繋を取り合い充
実した例会プログラムを実施出来ました。
　特に、例会の卓話は、外部スピーチ、会員スピー
チ等バランス良く充実したプログラムで年間を終了
できました。
◎雑誌広報委員会　川口小委員長
　今年度の活動で大きかったのはインターシティ・
ミーティングでロータリーの友編集長の二神典子さ
んの顔を見て講演を聞くことが出来たことです。日
頃の活動としては磐農インターアクトクラブへロー
タリーの友を届け読んでもらうことでした。
◎職業奉仕委員会　橋本委員長
　活動計画にのっとって、次の活動を行った。
１.　平成 22 年 10 月 6 日、いわき市勿来消防署、救
急第 2 係長渡部正宏氏に「救急の現状と問題点」
に関する講演を頂いた。

２.　平成 22 年 10 月 20 日、地域企業の日産自動車い
わき工場を職場訪問し、自動車産業の最先端の実
情を学習し、理解を深めた。

◎スマイルボックス委員会　矢吹小委員長
　年間目標額においては、東日本大震災によりス
マイルボックスを実施出来ない期間があり、達成
するか心配でしたが、スマイルボックスデイを設
けさせて頂き会員の皆様のご協力により、目標金
額に近づける事ができました。
◎社会奉仕委員会　佐野副委員長
　本年度は、地区方針である猪苗代湖水質環境改善
のための水草除去作業に、ご協力いただき会員皆様
に心から感謝申し上げます。
１．平成 22 年  9 月  5 日（日）猪苗代湖天神浜のヒシ
及び水草除去作業に 8名出席。

２．平成 22 年 10 月  2 日（土）猪苗代湖小天潟天満
宮前のヒシ及び水草除去作業に 9名出席。

３．平成 22 年 10 月  3 日（日）猪苗代湖天神浜のヒ
シ及び水草除去作業に 2名出席。

◎国際奉仕委員会　吉野委員長
１．財団への資金の協力を行った。
２．米山奨学生　朱美善さんの支援を行った。


