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第 2602 回

例 会

動が出来ました。

髙萩会員となっています。

ɚ·ρήٛ༭տ֥ٛȁ၆ȁ้ဎտ֥ಿ

・クラブ編成表の件ですが委員長、小委員長の方でま

平成 27 年 6 月 17 日 ( 水・曇 )

やすい形でまとめることが出来ました。

さい。宜しくお願いします。

ɚॠধࢩ༭տ֥ٛȁུۼຮ֚տ֥ಿ

・2015 − 16 年度の会長方針、クラブ編成表、年間予

今年度方針にしたがい各会員へロータリーの友を

定表を皆さんのテーブルにお配り致しました。よく

読んで戴くようにお願い致しました。また、磐農イ

ご覧下さい。宜しくお願いします。

ンターアクトクラブへ毎月 2 冊ロータリーの友を寄

·ρήέȜρθȪාۼ༭࣬ȫ
昨年の 6 月 24 日に前会長よりバッチを引き継いで
以来今日まで常に何かに追いかけられているような

ロータリーソング

·ρήέȜρθȪාۼ༭࣬ȫ

−今月はロータリー親睦活動月間です−
4 つのテスト
関川

◎会長報告−川口登志雄会長

我等の生業

・会長杯ゴルフコンペお疲れ様でした。

皆さん、今日は。言うまい言うまいと思っていま

内藤、小熊各会員及び川口会長

してもどうしても口から出てしまいます。昼の例会

・出席奨励賞ありがとうございます。

としては本日が最後となりました。先週次年度へ向

・本日早退ごめんなさい。

けての活動方針等が発表されましたが今日は 2014 −

・前回休んでごめんなさい。

15 年度における各委員会活動状況の報告をして戴く

◇親睦活動委員会−山下小委員長

林会員
鈴木（孝）会員
高田会員

贈致しました。

ɚΑζͼσδΛ·Αտ֥ٛȁߧȁտ֥ಿ
目標金額を前回の例会で達成することが出来まし
た。皆様のご協力とご支援ありがとうございました。

ɚཫڰ൲տ֥ٛȁ५֚ܔئտ֥ಿ

思いで 1 年が過ぎました。会長として力量不足の私

会員相互の親睦を深め、家族の友好理解を深めて

を支えて戴いた全会員の皆様に厚く御礼を申し上げ

多くの会員・家族が出席できるような楽しい活動が

たいと思います。特に鈴村幹事には大変お世話にな

出来ました。

りました。会長としての経験や多くの人との出会い

ɚު༮ॽտ֥ٛȁႝ࿐ਘ֚տ֥ಿ

は私の人生の宝物になりました。本当に 1 年間あり

豊実 会員

全ての例会の内容を写真等を使い分かりやすく見

だ提出されていない方は早急に私の方へ提出して下

ɚٛಿ༭࣬ȁ࢛ഴဎٛಿ

2014〜2015年国際ロータリーのテーマ

ȁ

エレクト、副会長、幹事、副幹事、パストガバナー、

四つのテスト、ロータリーの行動規範を唱和する

がとうございました。

という新しい試みをさせて戴きました。

ɚ˯˝˝ȁೋ˯˝˝

ɚ২ٛ༮ॽտ֥ٛȁ؋ന࣐ୃտ֥ಿ

ロータリークラブとしての品格を保ち、楽しく、

2014 年 5 月 17 日㈯第 2530 地区の社会奉仕研修会

明るい密度の濃い例会の開催と円滑な進行に努めま

に参加協議して参りました。地域の為の社会奉仕を

した。

実践することが出来ました。

ɚ·ρή༮ॽల֚տ֥ٛȁႝ࿐ٗտ֥ಿ

ɚ۪ޏ༗տ֥ٛȁളᰧኈგտ֥ಿ

各委員会は国際ロータリーのテーマである「ロー

これまでと同じくエコキャップ回収活動に積極的

ことになっております。時間が限られておりますの

6 月 13 日㈯に親睦活動委員会としても最後の行事

タリーに輝きを」及び地区目標である「ロータリー

に参加し、常磐共同火力の環境アセスメントの増強

で先週同様各委員会 2 分から 3 分でまとめてご報告

であるいわき勿来ロータリークラブ会長杯ゴルフコ

の心を大切に、クラブを活性化させよう」を基本理

等を卓話の中で紹介しました。ミツバチプロジェク

をお願い致します。詳細については年次報告で報告

ンペが湯本スプリングスで行われました。参加者 14

念に事業を計画立案し川口会長の指示の基ロータリ

トは計画通り磐城農業高等学校へ移管致しました。

をして戴きたいと思います。私からは以上です。

名、夜の懇親会が 17 名という参加でご協力ありがと

アン活動を展開して参りました。活動計画は各委員

ɚઁා༮ॽտ֥ٛȁ݅ࡓ܊տ֥ಿ

◎幹事報告−鈴村正人幹事

うございました。結果は先程スマイルでご報告しま

長を中心に各委員会の皆様のご理解とご協力により

・本日いわき分区新旧会長幹事の引き継ぎが内郷の

した通り不肖私山下が優勝させて戴きました。準優

円滑に運営することが出来ました。

共に磐城農業高校インターアクトクラブの育成と活

勝は押田会員、3 位は富岡会員でした。

ɚު႒տ֥ٛȁ

動を支援すると共にロータリークラブとして青少年

クレールコートで行われます。
・東邦銀行の前会員横山さんから御礼状が会長宛に届
いております。

◇青少年委員会−岩元委員長
先週 6 月 10 日インターアクトリーダー研修会が

・いわき平ロータリークラブから週報が届いておりま
すので只今回覧中です。

◎各委員会報告
◇出席委員会−富岡小委員長
本日の出席状況は下記の通りです。

ଳଽտ֥ಿ

未充填部門を見直し会員候補者の充填に努めまし

福島県青少年会館で開催され磐城農業高等学校イン

た。

ɚ֥ٛࣉ௩ޑտ֥ٛȁୄକࢬտ֥ಿ

ターアクトクラブから顧問の鈴木先生と生徒 6 名、

会員間のコミュニケーションを計り、特に会長を

嵐次年度青少年奉仕委員長と岩元で参加致しました。

トップに会員増強に 1 年間取り組み 3 名の増員を達

生徒参加数は 78 名、顧問の先生 14 名、ロータリア

成することが出来ました。

ン 28 名の計 120 名で研修会が進行致しました。研修

ɚυȜΗςȜૂ༭Ȇၞْࠗտ֥ٛȁߒဈ࠲տ֥ಿ

◇スマイルボックス委員会−小熊小委員長

会の詳細については後日の例会で生徒達から発表が

・松崎廣近会員長い間ありがとうございました。

あると思います。なお、6 月 10 日出発前に顧問の金

実りあるクラブになるよう努めました。

富岡、木幡、生駒、渡邉（國）
、鈴木（泰）、清水、

成先生にいわき分区ゴルフ大会のチャリティ金一封

ɚ·ρή༮ॽలඵտ֥ٛȁຶᚧ၌տ֥ಿ

各委員会と連携しながら会員相互に情報を交換し

青少年の社会に対する奉仕活動の確認を深めると

の健全育成と活動に積極的に参加しました。

ɚ࣭ष༮ॽտ֥ٛȁऎଽংտ֥ಿ
ＧＳＥの活動を通じて国際奉仕活動の世界社会奉
仕の理解を深め国際親善を図ることが出来ました。

ɚυȜΗςȜ़౬տ֥ٛȁܮࠄུޘ໗տ֥ಿ
方針通り、ロータリー財団の活動に対する理解を
深め財団プログラムへの参加と財団寄付目標を達成
しました。

ɚༀ५ܱැڠٛտ֥ٛȁ

࿐ࢣൽտ֥

勿来ロータリークラブ全会員に皆さんのご協力を

関川、岩元、押田、浜津、添田、嵐、金成、荒川（清）
、

をインターアクト活動資金にご利用して戴きたいと

鈴木（修）
、赤津（善）
、小熊各会員及び渡邉公平パ

お渡ししておきました。

員会は活力あるロータリー活動を実践することが出

年になりました。誠にありがとうございました。

ストガバナー、川口会長、冨澤副会長、鈴村幹事、

◎斉藤

来ました。

ɚٛȁȁȁࠗȁ۾ཅ֥ٛ

斉藤副幹事

・8 月 3 日㈰に開催されます東京江

・2014 − 15 年度各委員会活動ご苦労様でした。
・会長杯ゴルフコンペで優勝しました。

隆次期幹事

第 2530 地区のテーマの基本理念に基づき、各小委

ɚտ֥ٛȁີࢩࢨؖտ֥ಿ

戸川ロータリークラブさんの創立

会員へ出席奨励賞を贈り出席率向上を図りました。

川口会長

52 周年記念例会並びに祝賀会の件

無断欠席を無くす為、欠席の事前連絡の徹底を図り

山下会員

です。出席者は次年度会長、会長

ました。

ɚίυΈρθտ֥ٛȁࣞനȁީ໗տ֥ಿ

出席状況

正会員数
本日の出席率

50 名
80.00％

本日出席会員数
修正出席率

40 名
86.66％

今年度の活動方針、活動計画に基づき、クラブ会
員に役立つプログラムを実行し成果のある委員会活

受けて米山記念奨学会小委員長として忘れられない

途中から担当となり残り半月で余裕はありません
が皆さんのご協力ありがとうございました。

ɚ˥˰տ֥ٛȁຮտ֥ಿ
ホームページに毎週の会報をアップし充実してお
ります。来年は鈴木雅之会長の活躍に期待したいと
思います。

