
◎会長報告－鈴木雅之会長
　皆さん、今日は。本日はまずご報告させて戴きた
いことがございます。先日、後藤泰治会員よりご連
絡がありまして、長い闘病の末元気になりましたの
で今月の中旬以降の例会には出席したいというお話
を頂戴致しました。思えばガバナーエレクト時代の 2
月に負傷されまして 2年 6 ケ月の闘病生活、そして
歩けるようになり車も運転出来るようになりました
と本当に嬉しく思っております。早くこの例会場で
お顔を拝見することを非常に楽しみに思っています。
次に本日から我々の仲間になって戴く会員の方がい
らっしゃいます。後程佐藤友計会員からご紹介をし
て戴きますが私の方からお名前だけに呼ばさせて戴
きます。まず、飯村寛昭さんです。もう 1人は高橋
伸安さんです。これから宜しくお願い致します。新
入会員が今月に入り 3名、先月末が 47 名でございま
したので本日で 50 名の会員数になりましたことをご
報告させて戴きます。つきましては数年前まで新入
会員セミナー懇親会というものをクラブ内で行って
おりましたがここ数年執り行っておりませんでした。
8月のお盆を過ぎた頃に幹事、会長エレクト等とご相
談させて戴き、渡邉公平パストガバナーを講師に迎
えてクラブ内新入会員セミナーを執り行いたいと考
えております。堅苦しいセミナーではなくいろいろ
ロータリーの事について語り合いたいという日を作
りたいと思います。新入会員だけではなく多くの皆
様に出席して戴ければより楽しい会になると思いま
す。宜しくお願いします。また、本日はなでしこジャ
パンについてお話をしなければならないだろうと
思っています。2対 5という決勝戦での敗退は非常に
残念でしたが、なでしこジャパンのメンバーを多く
輩出している学校はどこだろうと思いましたら仙台
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 本日の出席率　    82.00％　　　　修正出席率　　　　　　  86.00％

例会日 事務所
例会場

2015～2016年国際ロータリーのテーマ

会  長　鈴木　雅之

幹  事　斉藤　　隆

ＳＡＡ　鈴木修一郎

　   　　 浜津　真也会報小
委員長

第 2605 回　例  会　平成 27年 7月 8日 ( 水・曇 )

にある常盤木学園で監督が阿部由晴監督で調べたら
私の後輩でございました。仙台の学校で私は剣道部、
彼はサッカー部だったのを初めて知りました。彼の
ことを名伯楽な監督という人がいます。語源は中国
の言葉で馬の目利きをする人を名伯楽といったそう
です。今はその人の持つ力を引き伸ばして良い選手
に育てて行く力を持つ監督のことだそうです。先輩
に草むしりをさせその姿を後輩に見せて育てて行く。
ロータリーも後輩を育てる為に先輩が率先して何事
も行い後輩を育てたいと思いますので皆様のご支援
ご協力宜しくお願い致します。
◎幹事報告－斉藤　隆幹事
・年次要覧（年次報告書、物故会員報告書）の案内が
届いております。事務局にお渡し致しますので宜し
くお願いします。
・猪苗代湖水環境協議会 2014 年度－ 2015 年度の年次
総会開催のお知らせが届いております。
・会長宛に第 65 回社会を明るくする運動講演会の開
催についてということで 7月 22 日㈬ 1時 30 分から
勿来市民会館大会議室で行われます。
・青少年健全育成県民総ぐるみ運動協賛のお願いが届
いております。
・直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせが届いております。
・猪苗代湖水環境協議会 2014 年度－ 2015 年度役員会
議事録その他を回覧中です。
・いわき桜ロータリークラブの 7月プログラム、ロー
タリーの友電子版のご案内を回覧中です。
・なこそ祭り開催のご案内が届いております。7月 25
日皆さんのご参加をお待ちしておりますということ
です。
・8月お盆過ぎに入会 3年未満の新入会員にセミナー
を行います。皆さんの参加宜しくお願いします。

　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

ロータリーソング　奉仕の理想

ロータリーの行動規範
小熊　　東 会員

前期委員会総会報告　渡邉公平パストガバナー

　 　　　

◎新入会員挨拶
　　　㈲遠藤機工　代表取締役　飯村 寛昭 様

　只今ご紹介を頂戴致しました遠藤機工の飯村寛昭
と申します。縁がありまして歴史ある勿来ロータリー
クラブに入会させて戴き誠
にありがとうございます。
諸先輩のご指導を戴き精進
したいと思いますので宜し
くお願い致します。
◎新入会員挨拶
　　㈱高橋工業所　代表取締役 高橋 伸安 様

　皆さん、今日は。高橋工業所の高橋伸安です。本
日から皆さんにお世話にな
ります。諸先輩方を見習い
勿来ロータリークラブさん
で社会に貢献して行きたい
と思います。皆さん宜しく
お願い致します。
◎各委員会報告
◇出席委員会－鈴村小委員長
　本日の出席状況は前頁下記の通りです。
◇スマイルボックス委員会－林小委員長
・本日より入会いたします。今後共宜しくお願いいた
します。　　　　　　　高橋伸安 様、飯村寛昭 様
・高橋伸安様、飯村寛昭様の入会を歓迎して。
生駒、清水、木幡、山下、富岡、鈴村、渡邉（國）、
越田和、押田、林、関川、嵐、佐藤（友）、荒川（義）、
赤津（善）、吉野、鈴木（修）、金成、川口、蛭田、
荒川（清）各会員及び渡邉公平パストガバナー、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
・誕生日祝ありがとうございます。
髙萩、髙木、佐藤（友）、小熊各会員及び斉藤幹事

・先週演壇の花を忘れごめんなさい。
渡邉公平パストガバナー

・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　越田和会員
◇親睦活動委員会－清水小委員長
　今月の誕生祝を差し上
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、
髙萩勝利会員、小熊東会
員、斉藤隆幹事、佐藤友
計会員おめでとうごさい
ます。
◇雑誌広報委員会－荒川清小委員長

　ロータリーの友の 49 頁に鈴木修一
郎会員の記事と渡邉公平パストガバ
ナーの写真が掲載されています。こち
らを是非お読み下さい。宜しくお願い
します。

◎会員卓話－川口登志雄直前会長
　皆さん、今日は。本日は決算書をもとに皆さんが
納めている年会費の使われ方について大筋でお話を
したいと思います。数字は 26 年度の決算書のもので

す。人頭分担金に 27.5 ドル（半期）、ロ
ータリーの友に 3,500 円、地区資金に
19,500 円、分区負担金に 2,800 円、外
部活動費に 38,000 円、会場監督ＳＡＡ
に約 64,000 円、委員会活動費に 3,000 円、
親睦活動費に 25,000 円、ロータリー財団への寄付
は 100 ドルだったのが本年から 150 ドルにアップい
たしました。ですので 17,700 円、慶弔費金に 2,800 円、
事務通信費に 23,000 円、広報費に 1,700 円、印刷費
約 30,000 円、以上合計すると 237,490 円になります。
年会費だけではオーバーしてますがスマイルや各行
事参加費、入会金がありますので問題はありません。
今の体制でやって行くには会員数が 50 名を下回ると
厳しい状況になると思います。
◎渡邉公平パストガバナー報告

　前期委員会総会が 7 月 5 日㈰郡山
ビューホテルアネックスで開催され、
参加者 123 名、懇親会は 99 名の参加
でありました。
　地区ロータリー情報委員・髙萩勝利

会員と参加しました。酒井ガバナー年度委員会構成の
特徴は、クラブ奉仕委員会からクラブ拡大委員会が
独立されたことに加え、地区「ＩＴ委員会」を立ち
上げ、各委員会交流が図れるよう地区「運営委員会・
戦略計画」に名称変更されたことは周知の通り。
　5月 30 日地区研修・協議会を基に、鈴木雅之会長
は6月3日㈬当クラブ年間予定表を提示、翌週Ｋ.Ｒ.ラ
ビンドランＲＩ会長テーマ「世界へのプレゼントに
なろう」そして地区テーマ「原点回帰」を背景に会
長方針を 10 項目明示。1項は地区目標 2名を上回り、
7項は ICTへと進化し、9項目「勿来ロータリーの日」
実現は、認知度イクオール・クラブ活性化の推進力
になると思います。酒井 G年度と共に、当クラブ主
体性が発揮されれば社会貢献に弾みがつきましょう。
研修リーダーの好評≪ロータリーって素晴らしい、
こういうメンバーならもう一度ガバナーをやってみ
たい≫大橋節が印象に残りました。
　総会前、第 1回諮問委員会がありました当クラブ
10 項目は、クラブの独自性を尊重していただきたい
意見集約があったことを付記します。
　髙萩会長年度 2012 年 12 月 26 日㈬浪江ＲＣの依頼
を受け、福島南ＲＣ・白河南ＲＣ・高槻西ＲＣ近藤
眞道各氏のご支援を受け、吉田昂城くんのお母さん
を交え、当例会場で歓送会をしました。翌年1月ウイー
ン・アカデミー校へ旅立つ経緯を中村記者（浜津会員）
は取材を続け社会面を飾りました。英語もドイツ語
も方向も…解るのはピアノのことだけ…。2年を経た
4 月、度胸試したウイーン国立音楽大を進められる
がまま受験しました。言語文理解釈・障壁を突破し、
関係者が驚愕する奇跡が起きたのです。超難関をク
リアーしたと1週間前、其の朗報がお母様の下に届き、
引率の佐藤浩子さんから聞かされました。
　地区研修・協議会とは打って変わった研修リーダー
の講評後、和気満堂の親睦会場は盛り上がる感動に
包まれ、ご報告申し上げる次第です。


