
◎会長報告－髙萩勝利会長
　皆さん、今日は。先週 29 日の例会
にタイのチェンラーイロータリーク
ラブ会長エレクトの原田義之様の卓
話を頂戴致しました。その日二本松
ロータリークラブへ私と冨澤幹事で

お送りして参りました。そして、夜の例会にメーク
アップをして来ました。岳温泉を通り過ぎ、岳温泉
に止まらず日帰りのメークアップでした。懇親会に
は二本松の日本酒が 4種類も並んでおり、大変残念
ですが運転手なので飲まずに帰って来ました。報告
ですが今週 8日に地区の社会奉仕委員会研修が予定
されています。また 9日には米山記念奨学会の研修
が入っており私と各委員長さんで出席する予定です。
以上で会長報告を終ります。
◎幹事報告－冨澤藤利幹事
・小熊小委員長より報告があろうかと
思いますが、今月 23 日に観月家族
例会が予定されています。
・本日例会終了後理事会があります。内容は会員増強
についてが主な議題です。
・職業奉仕委員会セミナーが 10 月 19 日（金）ホテル
はまつで開催されます
・いわき平ＲＣの 9月プログラム、いわき平中央ＲＣ
の 9月プログラム、北茨城ＲＣ週報、福島西ＲＣよ
り冊子以上を回覧中です。
◎各委員会報告
◇出席委員会－髙木小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。
また、8 月の平均出席率 80.29 パー
セントでした。暑い中出席ありがとうございました。

出席状況	 正会員数　　　　　	 	 	 51 名　　　　本日出席会員数　　　　　	 	34 名
	 本日の出席率　　　	73.91％　　　	 	本日の出席率　　　　　	 	80.43％
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◇スマイルボックス委員会－佐藤政司小委員長
・9月の第 1回目の例会です。元気良
く例会を楽しみましょう。富岡、小
熊、秋山、小松崎、鈴村、金成、佐
久間、佐藤（政）各会員及び渡邉公
平ガバナーエレクト、髙萩会長、生

駒会長エレクト
・誕生祝いありがとうございました。

髙瀬、嵐、櫛田各会員及び生駒会長エレクト
・前回例会休んでごめんなさい。

荒川（清）、川口各会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　鈴木（雅）会員
・しばらく休んでごめんなさい。　　　　　富岡会員
◇親睦活動委員会－小熊小委員長
　9月の誕生祝いを差し上げたいと
思います。嵐会員、生駒会長エレク
ト、櫛田会員、髙瀬会員、冨澤幹事
以上の方は前の方へどうぞ。おめで
とうございます。

　それから先程冨澤幹事よりお話がありました観月
家族例会ですが、9月 10 申し込み締切りになってい
ます。現在 13 名欠席でご連絡を受けています。出席
は 35 名ですがまだまだ間に合いますので奥様、お子
様、お孫様のご参加を宜しくお願い致します。
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◇社会奉仕委員会－遠藤委員長
　社会奉仕委員会からご案内します。
3回目になりますが例年行われていま
す猪苗代湖の水質浄化の為の水草除
去作業の日程が地区より届きました。
日付は 10 月 7 日（日）場所は天神浜

の隣で行う予定です。今週と来週参加の出欠を回覧
しますので宜しくお願いします。出席者はクラブの
ジャンパー着用でお願いします。
◎会員卓話－第 40 代会長　清水　信弘会員

　皆さん、こんにちは！本日は会員
卓話、私は当勿来ＲＣの第 40 代会長
を拝命された清水信弘、昭和 11 年 5
月生まれ、当年 76 才となってしまい
ました。ここで私のＲＣ歴を申しま

すと、昭和 59 年 2 月 8 日に三森豊治、三浦久雄、い
ずれも同級生ですが入会のおさそいを受け入会した
のです、他に山野辺孝雄、園部斌、渡邉公平、五十
嵐利清と私を含めて 7名の同級生ロータリアン！当
クラブの中で 7名となりますとトップの派閥、しか
し現在は渡邉公平ガバナーエレクトと私の 2名だけ
となってしまいました。
　話を戻しますがそんな由で当時の例会場は、現在
の東邦銀行植田支店の二階会議室をお借りしての例
会でした。裏口からの入室、支店での終りのころの
例会日の入室は銀行裏口からの入室のため、警備上
きびしくなり会員 1 ～ 2 人で入口に立ち入室者の
チェックをしての入室、そんな時代もありました。
　もちろん楽しい食事は、割烹みどりのお姉さん達 3
～ 4 人で、リヤカーに、ごはんおかず味噌汁を例会
日には運んで昼食を取ったものです。当時の会員数
は 65 名会長さんは 22 代会長の峯口久太郎さん、今
の峯口薫会員のお父さん、幹事は同級生の三森豊治、
ですから私の 40 代会長までは多くの先輩会長、幹事、
会員の皆さんにご指導頂き、27 代会長横木弘行さん
のとき私が幹事でした。
　この頃のときで一番忘れることが出来ないのは当
時の勿来ＲＣの財政は火の車、年度始めに上納金不
足して収めることが出来ませんでしたので、年度ス
タート時は毎年銀行から 100 万円を借り入れてのス
タート、当時の会費収入額より、支出総額も時期に
よっては多く、やりくりがたいへんでした。そこで
私は会長、会計と相談し、是非会費の早期納入と値
上げの件を理事会毎に上程し、やっと次年度の総会
席上第 28 代会長、松崎廣近年度より値上げが決定さ
れた次第でこれで健全収支状況にもっていくことが
出来ました。
　私の記憶では年会費 13 万前後だったと思います。
今では、年会費 20 万の時代となりましたね！このよ
うな財政内容のときの幹事・副幹事を経験致しまし
た。話しは少し進ませて頂き、私の会長時代前後の
話をさせて頂きます。何といっても一番は私の第 40
代会長時の年度ですので、勿来ＲＣの 40 周年記念式
典、県立磐城農業高校のＩＡＣの創立 30 周年の祝を

挙行する年度です、もちろん実行委員会を中心に多
くの会員のご指導・ご支援・ご協力、八幡台やまた
まや会場にて第 2530 地区ガバナー佐原元（喜多方Ｒ
Ｃ）、四家市長、スポンサークラブ代表平ロータリー
クラブ会長松崎俊昌、県内ＲＣ近隣ＲＣもちろんい
わき市内 7つのＲＣ、現在は 11 のクラブがあります
が、ＩＡＣの磐農高の校長先生、部活の顧問教師、
生徒達と約 200 名の皆さんと盛大に挙行することが
出来ました。
　記念事業として、鮫川河川敷公園への記念植樹、
記念碑、磐農ＩＡＣでは、ＩＡＣシェア体験 Sat2 組、
いわき育成園、なこそ授産所、こどもの家保育園、ディ
ケアハウスえばた、ふじみ厚生園、いわき市災害遺
児激励基金へ総額 1,200,000 円の寄贈！第 2530 地区
パストガバナー富永健男様の乾杯、ＩＡＣ部員によ
る平和を楽しむアトラクション多くの来賓者始め仲
間ロータリアンと楽しく盛大に歓談することが出来
ました。最後に全員 200 名による「手に手をつない
での大合唱」となり無事すべての行事が終了するこ
とが出来ました。当勿来ＲＣも昨年 11 月には 50 周
年記念式典が盛大に開催され、もちろん中味の洗礼
された、濃い式典がおこなわれました。実行委員会
の皆様会員の皆さんありがとうございました。
　これから 60 周年、70 周年、100 周年に向って若い
力を結集し、すばらしい前進を楽しくみにしており
ます。
　次に話しは、最近の感激・感動の卓話で外部卓話で、
ＮＰＯ法人タイ国、学生日本語教育環境支援プロジェ
クトの、原田義之国際ロータリアンの話、それを彼
の著書「輝く瞳に会いに行こう」66 才新米日本語教
師の挑戦、この本を読ませて頂き彼が国際的奉仕活
動の世界に入り、すばらしい活動、涙が出るような
奉仕活動には頭が下がる思いと同時に文中の内容、
現場現地での、厳しい報告・彼等達の活躍ぶりには
これまで涙が出て来てしまいます。彼にもう一度お
会いして私共が何等かのお手伝いも出来ないものか、
いや私個人的にもお手伝したい気持ちで一杯でこの
件の卓話につきましては渡邉公平ガバナーエレクト
のお世話になり今後出来ましたら第 2530 地区での奉
仕活動事業までに発展させるべく是非諮問委員会に
上程され、福島県出身でもある原田義之氏に絶大な
る応援体制を作って戴き息の長い、奉仕活動へと持っ
て行きたいものです。
　何はともあれ会員の皆さんこの「輝く瞳に会いに
行こう」を読んで下さい。私のヘタクソな話しより
一読された方が賢明と思う次第です。その後に会員
と一緒に話し合ってみたいです。私達の仲間で、こ
こまで奉仕活動をしている方にお目に掛けれること
が出来私の老いた血が熱くなった気持ちで一杯と同
時に是非この機会をとらえて少し勉強と行動に入っ
てみたいと思いますので今後のご助言・ご指導・ご
協力を一方通行で申し上げ私の拙い卓話とさせて頂
きます。
　皆さんご清聴ありがとうございました。


