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いわき勿来ロータリー・クラブ
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かりですが、先輩方のご指導ご鞭撻を宜しくお願い
致します。
会 長 鈴木

雅之

幹 事 斉藤

隆

ＳＡＡ 鈴木修一郎
会報小 浜津
委員長

真也
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第 2604 回

例 会

◎各委員会報告
◇出席委員会−鈴村正人小委員長
本日の出席状況は前頁下記の通り
です。なお、本日は出席奨励賞を差
し上げたいと思います。名前を呼び
ますので前の方へどうぞ。髙木孝道
会員、岩元義春会員、鈴木修一郎会
員おめでとうございます。

平成 27 年 7 月 1 日 ( 水・ 雨 )

2015〜2016年国際ロータリーのテーマ

君が代
ロータリーの目的

クラブフォーラム

鈴木雅之会長

（年度活動方針）

◎会長報告−鈴木雅之会長
皆さん、今日は。今日待ちに待っ
たこの日が来たと言いたい所です
が、出来ればもう少し先に延ばした
いという思いとドキドキ緊張する中
初めてご挨拶することになりまし
た。私はロータリー歴に関しては 7
年と浅い経験しかありません。正直もう少し後にと
思っていました。しかし皆様方のご推薦を戴いた思
いを受け止めまして、まだまだ未熟ではございます
けれども皆様方のご支援とご協力を戴きながら 2015
− 2016 年度の 1 年間をしっかり頑張らせて戴きたい
と思います。会長方針についてはクラブフォーラム
に入りましてからお話をさせて戴きたいと思います。
会長報告ですが新入会員ということで蛭田隆会員の
交替で蛭田剛さんがお見えになっております。後程
ご紹介とご挨拶を頂戴したいと思います。次に本年
度の会員状況についてですが昨年 7 月 1 日のスター
トでは 46 名の会員数でした。6 月 30 日昨日の時点
では 49 名の在籍となります。純増で 3 名の純増とな
ります。次に留学生についてご報告致します。留学
生の西田藍さんが昨年度承認され留学されることに
なっております。本年の 9 月 11 日出発とだけ聞いて
おりますが詳しい情報は入って来ておりません。8 月
5 日の例会に参加させて戴きその中でご報告をします
と連絡が入っております。それからスケジュールに
ついてですが来年 6 月 5 日に会長杯コンペとお知ら
せしておりますが、いわき市総ぐるみ清掃運動の日
になっておりますので翌週にずらして
6 月 12 日に変更させて戴きます。以上
です。

◎幹事報告−斉藤

隆幹事

・ガバナー事務所より「ふくしまにこ

出席状況

正会員数
本日の出席率

47 名
89.36％

◇スマイルボックス委員会−林

らんしょ」事業終了のお知らせのファックスが届い
ております。
・いわき分区会長幹事会のご案内が届いております。
鈴木雅之会長、私斉藤、髙萩会員の 3 名で出席した
いと思います。
・いわき平中央ロータリークラブ、いわき平ロータ
リークラブ、いわき鹿島ロータリークラブ、いわき
小名浜ロータリークラブの 7 月プログラム、いわ
き常磐ロータリークラブの事務所移動の連絡、ガバ
ナー事務所のライラ研修報告を回覧中ですのでご覧
下さい。

◎新入会員紹介−鈴木修一郎ＳＡＡ
本日から入会される蛭田剛さんをご紹介致します。
蛭田さんは現在やまたまや取締役になられており社
長の蛭田隆会員の後任ということで本日より入会す
る運びとなりました。生年月日は昭和 48 年 2 月 12
日で現在 42 歳でございます。血液型はＯ型、ご家族
は奥様とお子さんがお二人の 4 人家族です。趣味は
釣りだそうです。皆さん宜しくご指導お願い致しま
す。

◎新入会員挨拶
株式会社 八幡台やまたまや
取締役 蛭田 剛 様
皆さん、今日は。本日からお世話
になります株式会社八幡台やまたま
や蛭田剛と申します。剛と書いてご
うと読みます。当社の社長が入会し
ておりましたがなかなか出席できず皆様には大変ご
迷惑をおかけ致しまし
た。私が後任として勿
来ロータリークラブさ
んに参加させて戴きま
すので解らないことば

本日出席会員数
修正出席率

42 名
93.61％

毅彦小委員長

・本日より新年度がスタートします。
皆様のご支援を宜しくお願いしま
す。鈴木雅之会長、佐藤政司副会長、
冨澤藤利会長エレクト、斉藤隆幹
事、岩元義春副幹事
・本日より入会します。お世話にな
ります。
蛭田剛会員
・蛭田剛様の入会を歓迎して。生駒、越田和、鈴木（修）、
川口各会員及び鈴木雅之会長、斉藤幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。
髙木、鈴木（修）、岩元各会員
・磐農同窓会第 32 回菊田支部ゴルフ大会で富岡幸広
会員が優勝しました。おめでとうございます。
赤津（善）会員
・本日より新年度がスタートします。一致団結して頑
張りましょう。
赤津（善）
、髙萩、橋本、川口、鈴木（孝）荒川（義）、
関川、鈴村、荒川（清）、金成、林、山下、富岡、木幡、
生駒、髙瀬、渡邉（國）
、嵐、清水、鈴木（泰）
、越
田和、押田、小熊、田子、鈴木（修）
、櫛田、吉野、
本間、髙木各会員
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意など、誰にでも与えることのできる何かをもって
います。私たちは、ロータリーを通じ、これらを社
会貢献としてプレゼントする意です。
酒井善盛ガバナーは、RI 会長テーマを実践すべく
地区目標として「原点回帰」を提唱しております。
この地区目標を念頭におき、地区重点項目の達成に
むけて活動します。

౷ߊ࿒ດȁȶ ࡔ ത ٝ  ܦȷ
1. 会員基盤の向上
2. ロータリー財団への貢献
3. 公共イメージと認知度の向上
4. 米山記念奨学会への協力
いわき勿来ロータリークラブの会長方針を次のよう
に定めました。
1. 会員数の維持拡大に努める（会員純増 5 名）
2. 会員の事業参加意識を高め楽しいクラブ運営に
努める。
3. 会員形態のクラブ定款・細則の見直し検討を行う。
4. ロータリー情報の共有に努める。
5. 姉妹クラブ、友好クラブとの親交を深める。
6. 地域企業・団体と連携し地域復興と活性化に努める。
7. ＩＣＴの推進を図る。
（MyRotary の登録／会員
登録者 50％）
8. ロータリー財団、米山奨学会への寄付を率先実行
する。
9. いわき勿来ロータリーの日を設け、クラブの認知
度を高める。
10. ＲＩが推進する「衛星クラブ」について協議する。

ۚম༷ૻȁȁၦۚম
1 年間お世話になります幹事の斉藤です。宜しく
お願いします。昨年度は鈴村幹事に甘えっぱなしで
6 月になりお尻に火が付いた状態です。幹事の仕事
がなんとなく解って来たような気がします。会長を
しっかりと手助けしながら影になり 3 歩下って支え
ていくのが私の仕事と思っています。これから一年
間大変な一年だと想いますがいろいろな知識を得な
がら多くのロータリアンの皆さんと出会いながら勿
来ロータリークラブ地域の発展の為に尽力を尽して
行きたいと思います。

ٛಿ༷ૻȁႝ࿐ٗٛಿ
創立以来、いわき勿来ロータリークラブは、諸先
輩会の超我の奉仕によって築き上げられた 53 年の歴
史と伝統があります。この伝統ある当クラブの会長
にご指名を頂き就任することになりました。
会長として、その職務を自覚し、微力ではありま
すが、日々の活動を推進して参る所存でおります。
更なる、会員の皆様方のご指導ご協力をお願い申し
上げます。
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R. ラビンドラン 2015 〜 2016 年度 RI 会長は、
本年度テーマを「世界へのプゼントになろう」と
掲げました。その意味は、人は地位や身の上にかか
わらず、才能、知識、能力、努力、そして献身と熱

ٛಿτ·ΠՕग़ȁຶᚧ၌ٛಿτ·Π
私のロータリー歴はこの中でも短い方で 2011 年に
入会させて戴きました。入会した時に決めた事があ
ります。私はもとクレハの社員で 45 年勤務致しまし
た。そのクレハのあるこの地に少しでも恩返しをし
たいと思い入会致しました。一年間しっかり勉強し
次年度に備えたいと思います。

໗ٛಿՕग़ȁऎଽং໗ٛಿ
副会長として何も解りませんので一生懸命勉強し
たいと思いますので一年間宜しくお願いします。

໗ۚমՕग़ȁ݅ࡓ܊໗ۚম
一年間副幹事の仕事を真っ当したいと思います。

