
◎会長報告－鈴木雅之会長
　皆さん、今日は。先週はお盆で例会は休会でした。
8月に入り 2回目の例会になります。お盆の間に雨も
多く降り過ごしやすかったように思います。ですが
今日は暑さも戻っているようですので油断せず熱中
症にならないように気を付けて戴きたいと思います。
お盆前には集団的自衛権が国会で話題になっており
ました。しかし、8月 15 日の終戦記念日を迎え首相
談話ということで 70 周年節目の談話が発表され話題
は談話へ移っていったように思います。平和を望む
我々ロータリアンとしては国際奉仕を通して我々の
絆が世界の平和を導くのかなと感じました。それで
は会長報告ですがまず、本日のお客様をご紹介致し
ます。何度も当クラブへお越し戴いている第 2530 地
区拡大委員会副委員長の比佐臣一様です。後程卓話
をお願い致します。それとロータリー財団より年次
基金のお礼のバッチが金成通之会員へ届いておりま
す。後程お渡し致します。それからＲＩより佐藤友
計会員に新会員増強に対して御礼の認証品が届いて
います。佐藤会員本日欠席ですので次回お渡しした
いと思います。また、後藤泰治会員がメジャードナー
になられました。米山功労者ということで米山より
感謝状が届いております。また、ロータリー財団ポー
ルハリスフェローということで斉藤隆幹事へ認証状
が届いております。それから 8月 1 日にロータリー
財団のセミナーが開催されました。内容については
後程橋本会員よりご報告があるかと思います。8 月
8 日には拡大並びにクラブ奉仕の合同セミナーがご
ざいました。それについては冨澤会長エレクトより
ご報告をお願いします。また、8月 21 日には共同火
力さんのサマーフェスティバルが開催されることに
なっています。出席予定者は私と冨澤会長エレクト、
佐藤政司副会長、斉藤幹事、岩元副幹事、渡邉公平
パストガバナーには時間を合わせて出席をお願いし
ます。会員の皆様には都合良い時間に是非参加をお
願い致します。午後 8時までの予定ですので宜しく

出席状況 正会員数　　　　　   50 名　　　　本日出席会員数　　　　　  38 名
 本日の出席率　    80.85％　　　　修正出席率　　　　　　  85.11％
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お願いします。
◎バッチ授与
　金成通之会員と斉藤
隆幹事は前の方へどう
ぞ。
◎幹事報告－斉藤　隆幹事
・只今回覧しておりますのは、米山奨学会ハイライト
米山、いわき平ロータリークラブ 8月プログラムと
年次計画書、いわき平中央ロータリークラブ 8月プ
ログラムと年次計画書、いわき桜ロータリークラブ
の週報、東京江戸川ロータリークラブの週報です。
・ガバナー事務所より地区大会の書類一式と案内、地
区大会が 11 月 14、15 日に開催されますので宜しく
お願いします。
・猪苗代湖の水草の回収と総会が 10 月 11日の予定で
す。只今皆さんの出欠確認中です。
・来年の国際大会が 5月 28 日から 6 月 1 日まで韓国
で行われます。近くですので会員、ご家族が参加さ
れるのであればホテル等の都合がありますので出来
るだけ早く私か会長へお願いします。
◎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。
橋本会員前の方へどう
ぞ。おめでとうございます。
◇スマイルボックス委員会－林小委員長
・勿来クラブ会員各位への敬意と友情をこめて。
第 2530 地区拡大委員会　副委員長　比佐　臣一 様
・第 2530 地区拡大委員会副委員長比佐臣一様の来訪
を歓迎して。山下、生駒、木幡、清水、渡邉（國）、
鈴村、押田、富岡、吉野、髙木、髙萩、越田和、赤
津（善）、櫛田、小熊、嵐、荒川（清）、高橋、蛭田、
鈴木（孝）、林、鈴木（修）、橋本、金成各会員及び

　　　　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
－今月は会員増強・新クラブ結成推進月間です－

ロータリーの行動規範
髙木　孝道 会員

橋パストガバナー、渡邉公平パスト
ガバナーその他の役員の皆様のご挨
拶がありました。そして、横山りつ
子さん（福島南ロータリークラブ）
の体験発表がありました。後半は田
中作次元ＲＩ会長の講演がございま
した。
◎ゲスト卓話

　第 2530 地区拡大委員会
　　副委員長　比佐　臣一 様

　国際ロータリー第 2530 地区拡大
委員会副委員長の比佐臣一です。所
属はいわき小名浜ＲＣ、職業分類は
医療管理です。石井脳神経外科眼科

病院を中核とする医療法人社団正風会の創立に携わ
り、開設後、23 年間理事・事務局長を務めました。
そして現在は一般社団法人いわき市病院協議会理事・
事務局長として、いわき市地域医療協議会やいわき
市保健医療審議会等の委員を務めております。
　このたび卓話のお声をかけて下さった鈴木雅之会
長さん、斉藤　隆幹事さんをはじめ勿来クラブの皆
様に深く感謝申し上げます。
　今から 51 年前、東京オリンピックが開催された昭
和 39 年当時、私は 25 歳で、いわき信用組合植田支
店の得意先係や融資担当の新人として、植田の町の
皆様に大変お世話になりました。その当時私を温か
く激励し、応援してくれた幾人もの先輩が勿来クラ
ブの長老として今もお付き合いを頂いております。
有難い極みであり、恒常不変の温情に改めて深く感
謝申し上げます。
　先月 24 日、福島市で地区の拡大・クラブ奉仕委員
会の合同セミナーが開催され、当クラブからも多くの
メンバーにご出席をいただき、元ＲＩ会長田中作次先
生の講演を聞き、活発な質疑応答が行われました。

　ロータリーはクラブに始まりクラブに終わる。ク
ラブこそロータリーの原点である。会長は、プレジ
デントである。クラブは会長に始まり会長に終わる。
ロータリーは会長が動かなければ、クラブは何も変
わらない。クラブ全体に、権威をもって提案し、改
革できるのは会長だけである。会員増強・拡大は情
熱である。会長が率先して使命感をもって汗を流し
たクラブは、確実に会員増強を実現している。年度
末における地区並びに各クラブの会員数に注目し、
成果に感動し或いは結果に反省し、新年度に向けて
の糧としていただきたいと希望している。
　地区全体の会員数は、2013 年 7 月 1 日現在 2,255
人、2014 年 6 月末には、2,297 人、純増 42 名となっ
た。当地区の長期にわたる会員数の減少は、前年度
（伊藤浩直前ガバナー）に引き続き歯止めをかけるこ
とが出来、さらに 2014 － 2015 年度も年間 40 名の会
員増強が実現しました。その間、必死になって増強・
維持に邁進された分区並びにクラブのリーダー各位
の熱意の賜物であり深く深く感謝するものである。
　8分区の中で、2013 － 2014 年度に最も躍進したの
は、県北第一分区で純増 19 名を達成、第 2位はいわ
き分区の純増 14 名であった。クラブごとに見てみる
と、第 1位は福島クラブ純増 10 名、第 2位はいわき
小名浜純増 9 名、第 3 位は原町中央純増 7 名、第 4
位は福島中央純増 6名、第 5 位は猪苗代の純増 5名
であった。

渡邉公平パストガバナー、鈴木雅之会長、冨澤会長
エレクト、佐藤政司副会長、斉藤幹事、岩元副幹事
・出席奨励賞ありがとうございます。

橋本、佐藤（英）各会員
・誕生祝ありがとうございます。

橋本会員及び佐藤政司副会長
・前回休んでごめんなさい。

木幡、荒川（義）、越田和各会員
・第 100 回愛好会ゴルフでベストスコア 75 で優勝し
ました。　　　　　　　　　　　　　　　山下会員
・同ネットで準優勝でした。渡邉公平パストガバナー
◇親睦活動委員会－清水小委員
　本日は親睦活
動委員会より今
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。橋本会員、佐藤政司
副会長、荒川清会員、岩元副幹事おめでとうござい
ます。
◇青少年奉仕委員会－嵐委員長
　皆さんこんにちは。先週 8月 10日
㈪・11 日㈫にインターアクトクラブ
第22回年次大会が福島青少年会館に
て開催されました。ホスト校は学校
法人松韻学園福島高等学校、スポンサーＲＣは福島
北ロータリクラブでした。
　磐城農業高等学校インターアクトクラブからは顧
問の金成力先生・生徒 6名、2日目から佐藤智子先生
も参加され、私と 9名で参加してまいりました。生
徒参加者数 67 名、顧問の先生 15 名、ロータリアン
22 名、特別参加として兵庫県立赤石西高校から生徒
14 名、顧問の先生 2名参加があり総人数 120 名で研
修会が進行致しました。研修会の詳細については、
後日の例会で生徒達から報告発表を致します。
　尚、来年の年次大会のホスト校は磐城農業高等学
校ですので、大会の準備が必要となります。
◇ロータリー財団委員会－橋本小委員長
　8月 1日、今年度の当地区ロータリ
ー財団補助金セミナーが開催され、
鈴木会長と出席しましたので報告します。
　先ず
①　今年度（2015 ～ 2016）ロータリ
　ー財団活動方針
②　ロータリー財団の起源、ロータリー財団への寄付
③　補助金の種類
④　グローバル補助金
⑤　ロータリー財団のお金の使い方の流れ
⑥　重点分野の基本方針
⑦　クラブの参加資格認定：覚書（ＭＯＵ）
⑧　地区補助金申請書の提出について
⑨　2013 ～ 14 年度、2014 ～ 15 年度日本グローバル
　補助金、奨学金プロジェクト状況
について説明があって、その後今年度の当地区補助
金の用途詳細説明がありました。
◇拡大・クラブ奉仕委員会セミナー報告－冨澤会長エレクト
　8月 8日㈯に田中作次 2012 － 2013 年度ＲＩ会長を
お迎えしまして、13 時から 18 時 30 分まで福島市の
ウェデングエルティで行われました地区拡大・クラ
ブ奉仕委員会合同セミナーについてご報告致します。
当クラブより 5名が出席、前半は酒井ガバナー、大


