
　創立50周年記念式典リハーサル

必ず投稿するという形になったようです。
・インターシティー・ミーティングは予定では来年 2
月 5日になっていましたが会場のスパリゾートハワ
イアンズの正式オープンが 2月 8日と決まりました
ので2月18日の予定で調整したいということでした。
・いわき分区として浪江、小高、富岡の各ロータリー
クラブの会員へ 1人 3,000 円を贈呈したという報告
がありました。
・ＲＩ 2530 地区東日本大震災活動記録と地区年次活
動報告書を回覧しています。
・東日本震災復興基金寄付の受け入れ延長の案内が来
ています。〆切りが 12 月末でしたが来年の 6月 30
日まで延長となりました。
・次回の例会は 11 月 20 日の創立 50 周年記念式典に
なり、23 日は祝日休会、30 日はクラブ総会で 18 時
30 分からの夜の例会ですので間違
いの無いようにお願いします。

◎各委員会報告
◇出席委員会－峯口小委員長
　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－佐久間小委員長
・50 周年記念式典を皆の力で成功
させよう。富岡、川中、佐久間、
清水、鈴村、岩元、児玉、濱沖、
金成、峯口、鈴木（修）荒川（義）、
佐藤（英）、林、鈴木（雅）各会
員

◎会長報告－赤津善宣会長
　皆さん、今日は。冷たい風が身
にしみる季節になりました。皆さ
んには風邪等ひかないようにお願
い致します。実は昨日いわき分区
の会長幹事会が内郷で開かれました。

東日本大震災復興について各クラブの状況報告と復
興助成金再提出の件についてお話がありました。そ
れからＩＭについても調整中ということでした。詳
しくは山下幹事より報告があろうかと思います。今
日は 50 周年記念式典のリハーサルを行いますので私
からは以上で終ります。

◇幹事報告－山下喜一幹事
・只今赤津会長より話がありました
が昨日いわき分区の会長幹事会が
ございました。その中で東日本震
災復興の補助金の申請の話がありました。当初は予
算が沢山あったようですが段々減って参りまして厳
しくなってきているようです。限度が 300 万で 70
パーセントを補助し 30 パーセントをクラブで負担
となっています。第 2530 地区としては支援対称と
して緊急性があり、ロータリーとして取り組むべき
プロジェクトで行政の手が届きずらいこと、提供物
資が幅広く継続的効果が見込めること、ロータリア
ンの直接的支援活動であること、それから報告の義
務として地区の災害支援本部にプロジェクト完了報
告書を提供すること、ロータリーの友に活動報告を

出席状況 正会員数　　　55名　　　　　　　本日出席会員数　　　42名
 本日の出席率　　　79.24％　　　　　　　修正出席率　　　83.01％
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2011 ～ 2012 年国際ロータリーのテーマ

会  長　赤津　善宣

幹  事　山下　喜一

ＳＡＡ　富岡　幸広

　   　　 鈴村　正人会報小
委員長

第 2433 回　例  会　平成 23年 11月 16日 ( 水・晴 )
こころの中を見つめよう

　　　　博愛を広げるために

ロータリーソング
－今月はロータリー財団月間です－

4つのテスト
　　矢代　昭雄 会員

1）国際ロータリー第２５３０地区ガバナー
 根本　一彌 様
　　代読：いわき分区ガバナー補佐 橋本　芳家 様

2）いわき市長 渡辺　敬夫 様
3）いわき平ロータリークラブ

　　　　　　スポンサークラブ会長　吉田　仁平 様
13．祝電披露 式典副委員長　鈴木　雅之
14．ロータリーソング（我等の生業）ソングリーダー
 佐野　　健
15．閉式のことば 実行副委員長　鈴木修一郎
16．点　　鐘 会　長　赤津　善宣
17．諸事お知らせ 幹　事　山下　喜一

いわき勿来ロータリークラブ創立50周年
福島県立磐城農業高等学校インターアクト・クラブ

創立 40周年記念

◆　祝賀会次第　◆
（13：00 ～ 15：00）

　　　　　　　　　　司 会 進 行
　　　　　　　　　　式典副委員長　鈴木　雅之
　　ｲﾝﾀｰｱｸﾄ ･ ｸﾗﾌﾞ 40 周年副委員長　斎藤　　隆
　　　　　　　　　　　　　 ｱｼｽﾀﾝﾄ　金成　仁子
 1．お箏演奏／「六段調」 松崎　杉靖 様 外 3 名
 2．開式のことば 実行副委員長　鈴木修一郎
 3．歓迎のことば 会　長　赤津　善宣
 4．来賓祝辞
 5．国際ロータリー第 2530 地区パストガバナー
 鈴木　喬二 様
 6．インターアクト・クラブ設置校挨拶
　　　　　　福島県立磐城農業高等学校
 校　長　水野　晴夫 様
 7．インターアクト・クラブ活動発表
　　クラブ沿革と現在の活動と今後の抱負
　　　　　　福島県立磐城農業高等学校
　　　　　　　　　インターアクト・クラブ
 会　長　吉田　季生 君
 8．乾　　杯
　　国際ロータリー第 2530 地区パストガバナー
 山﨑　栄一 様
 9．祝　　宴
　　◇アトラクション◇　 司　会　佐久間裕一

1）フラボーイは誰？ 指導　リノラニあゆみ 様
2）お箏演奏／「千鳥幻想曲」 松崎　杉靖 様

10．ロータリーソング（手に手つないで）ソングリーダー
 佐野　　健
11．御礼のことば 実行委員長　渡邉　公平
12．閉式のことば 副 会 長　生駒　祐健
13．諸事お知らせ　 Ｓ Ａ Ａ　富岡　幸広

及び渡邉公平ガバナーノミニー、赤津会長、山下幹事
・前回例会休んでごめんなさい。
髙瀬、嵐、斉藤、矢代、佐藤（次）、荒川（義）、中
島、橋本、渡辺（勉）各会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　高萩会長エレクト

創立50周年記念式典リハーサル

いわき勿来ロータリークラブ創立50周年

◆　式　典　次　第　◆
　　　　　　　 （11：00 ～ 12：30）
　　　　　　　　　　司会進行
 式典委員長　生駒　祐健
　 式典副委員長　鈴木　雅之
 1．点　鐘 会　　　　長　赤津　善宣
 2．開式のことば 実行副委員長　吉野　文敏
 3．国歌斉唱　ソングリーダー 佐野　　健
 4．ロータリーソング（奉仕の理想）ソングリーダー
 佐野　　健
 5．来賓紹介　実行副委員長 鈴木修一郎
 6．参加ロータリーおよびインターアクト・クラブ
　　紹介 実行副委員長　鈴木修一郎
 7．物故会員への黙祷　 式典委員長　生駒　祐健
 8．主催者挨拶 会　長　赤津　善宣
 9．歓迎の挨拶 実行委員長　渡邉　公平
10．感謝状・表彰状および記念品贈呈
 会　長　赤津　善宣

1）スポンサークラブ　いわき平ロータリークラブ
  会　長　吉田　仁平 様

2）歴代会長及び幹事（第 40 代～第 49 代）
 歴代会長代表　清水　信弘
 歴代幹事代表　佐藤　次男

3）創立会員 牧野新太郎様　根本　　明
　　　 創立会員代表謝辞／「50 年を振り返って」
 創立会員代表　金成　通之

4）45 年以上皆出席者 櫛田　幸雄
5）福島県立磐城農業高等学校インターアクト･クラブ

 会　長　吉田　季生 君
11．創立 50 周年記念事業発表
 記念事業委員長　吉野　文敏
　　ＮＰＯ勿来まちづくりサポートセンター
　 理事長　舘　　　敬 様
12．来賓祝辞


