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いわき勿来ロータリー・クラブ
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生駒、山下、富岡、鈴木（泰）、添田、髙萩、鈴村、

れから 12 月までに行う予定でした会員のあり方につ

清水、渡邉（國）
、木幡、小熊、後藤、荒川（義）、

いてのアンケートが遅れて来月中にはアンケート調

川口、関川、大平、赤津（善）
、内藤、吉野各会員

査をして皆さんにご報告したいと思います。先程お

及び渡邉公平パストガバナー、鈴木雅之会長、冨澤

話をした勿来ロータリーの日を公開例会として開催

ＳＡＡ 鈴木修一郎

会長エレクト、佐藤政司副会長、斉藤幹事、岩元副

をしたいと考えております。その為に実行委員会を

会報小 浜津
委員長

幹事

立ち上げたいと思います。次回 2 月の理事会には実

会 長 鈴木

雅之

幹 事 斉藤

隆

真也
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第 2630 回

例 会

すが月日のたつのは早いもので

2015〜2016年国際ロータリーのテーマ

我等の生業

−今月は職業奉仕月間です−
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4 つのテスト
木幡

ȁٛಿ༭࣬ȁႝ࿐ȁٗٛಿ
光陰矢のごとしとよく言われま

平成 28 年 1 月 27 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング
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行委員について上程させて戴き順次進めて参りたい
と思っております。残り 5 カ月ですが皆様のご協力
を戴き勿来ロータリー、地域の為に、頑張りたいと
思いますので宜しくお願いします。
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折り返しも 1 カ月を過ぎようとし
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ています。大体の事業は終りホッ

理事会、例会を通して活動方針

とする反面少し寂しい気持ちもあ

に沿った具体的行動に結びつける

ります。後半何をしなければならないのかと考えま

と年次計画を立てましたが私が意

すと事業計画を立てました時に勿来ロータリーの日

識して行いましたのは理事会で活

をやりたいという思いをもっていますのでまだまだ

発な議論を深めて具体的な活動、行動が決まるよう

ナーに参加して戴く案内をする予定です。4 月 23 日

これから企画を進める段階ですが残り 5 カ月間皆様

に運営させて戴きました。また、会員増強について

㈯ですが小名浜カントリーにおいていわき分区のコ

のご協力をお願いします。7 月 1 日に当クラブ会員数

も先程会長からお話がありましたが現在 51 名、あと

した。今週は暖かくなると天気予報で言っておりま

ンペが開催されます。報告は以上です。

が 47 名でした。今日現在 51 名で 4 名の純増となっ

プラス 3 名を進行中です。

したがこの寒さはまだしばらく続く気配です。朝、

◎幹事報告−斉藤

ています。しかし、全員が純増というわけではあり
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水道が凍り水が出なくなったり、水たまりが凍結し

・ロータリー日本財団より確定申告用の寄付金領収証

ませんので、ますます会員増強活動は継続して参り

国際ロータリーのテーマである

たりとここに来てやっと冬らしい寒さが来たような

を皆様のボックスに入れておきました。ご確認を宜

たいと思います。第 2530 地区 66 クラブ全体で７月 1

「世界のプレゼントになろう」と

しくお願い致します。

◎会長報告−鈴木雅之会長
皆さん、今日は。先週まで寒い日が続いておりま

智清 会員

隆幹事

日の会員数 2,321 名でした。12 月末現在で 2,407 名に

いう基本理念の基、各委員会は活

間報告を後程させて戴きたいと思います。中間報告

・米山奨学金より確定申告用の寄付金領収証が今回ま

増えており 86 名の純増となっております。例会につ

動しております。新入会員も増え

は私の会長報告、幹事報告、クラブ第一、第二委員

で届いていますが、次回からネットを開いて当事務

いては年間例会数を 44 回、内朝の例会 3 回、夜の例

ておりますので皆さんにはアドバ

長報告、並びに会計報告をさせて戴きたいと思いま

局で発行することになっています。

会 4 回と決め現在で 27 回目 2630 回の例会を迎える

イス等のバックアップをお願いします。4 月には観桜

気がします。今日はクラブフォーラムで本年度の中

す。それでは会長報告ですが１月 22 日 18 時 30 分か

・いわき鹿島ロータリークラブ、いわき小名浜ロータ

ことが出来ました。当クラブの出席率は非常に良い

会もありますので新入会員が 100 パーセント出席出

らワシントンホテル椿山荘において会長幹事会が行

リークラブ、いわき平東ロータリークラブより 2 月

方だと思っています。大勢の会員数なのに出席率が

来るようお願いします。

われました。報告事項として次期いわき分区ガバナー

プログラム、いわき平中央ロータリークラブより 9

高く実質の例会出席率は 73.84 パーセントです。メー
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補佐推薦者が決定致しました。いわき桜ロータリー

月から 12 月までの週報、北茨城ロータリークラブ

キャップを使用して平均出席率を出しますと 88.4

毎月理事会でその月の収入支出

クラブの遠藤希和子さんでございます。皆さんもよ

より 9 月から 1 月 19 日までの週報を回覧中です。

パーセントという高い数字です。これは震災以降も

を報告致しております。残りの期

くご存知の方です。我々も出来る限りご支援をして

・幹事になっていろいろなフォーラムや毎月会長と 2

情報交換例会として一度も休会せずに行って参りま

間も正確な会計処理に務めて参り

参りたいと考えております。続いて青少年交換留学

〜 3 回お供して活動させて戴き勉強になり、また自

した当クラブならではと考えております。8 月 5 日に

たいと思います。

生についてご報告がございました。今回昌平高の 2

分で知識を学んだということはロータリーに入り大

は生駒会員のご協力で朝の例会をさせて戴きました。

年生が交換留学生として推薦されました。受け入れ

きな財産になりました。これからの下半期も皆様の

また、移動例会ではクレハさんでの昼食を食べての

は他分区で行うことになっております。災害復興補

ご協力を頂戴しいろいろ勉強し次期幹事へバトンを

移動例会がございました。昨夜プログラム委員会の

いわき勿来ロータリークラブの皆様ご無沙汰して

助金については今年 6 月をもって終了となります。

渡したいと思っています。

打合せを行い今後日本製紙さん、共同火力さんにも

おります。現在アメリカ・ワシントン州のエドモン

職場例会をお願いしたいというお話をさせて戴きま

ズコミュニティ・カレッジに留学している西田藍で

した。今後の大きなイベントとして国際大会がござ

す。アメリカでは、ボランティア活動が日本より身

います。また、来月の外部卓話が決まりましたので

近にあるような気がします。
「ボランティア活動＝
真面目」という風潮がなく、スポーツや映画を楽し

ＩＭについては 2 月 28 日㈰ワシントンホテル椿山荘
において 14 時から 18 時 30 までのＩＭとなります。
後日改めてＩＭの出欠をとりたいと思いますので大

◎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。
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勢のご参加をお願いします。新入会員セミナーとい

◇スマイルボックス委員会−山下副委員長

お知らせ致しますが東日本国際大学理事長の緑川浩

うことで 2 月 19 日に 3 年未満の入会者でセミナーに

・本日クラブフォーラム（中間報告）です。後半も一

司様、国際消防救助隊（ＩＲＴ活動）を経験されて

むようにボランティアを楽しんでいます。私は今ま

おります勿来消防署の草野仁昭様、いわき養護学校

で日本にもっとボランティア活動を普及させたいと

の斉藤校長先生をお招きして 2 月、3 月の外部卓話を

思っていましたが敷居を高くしていたのは私自身

予定しております。また留学生の西田藍さんから連

だったのかもしれません。

参加されていない方を対象に新入会員分区合同セミ

出席状況

正会員数
本日の出席率

51 名
77.55％

致団結して頑張りましょう。

本日出席会員数
修正出席率

38 名
81.63％

絡がございまして元気に頑張っているようです。そ

