CLUB BULLETIN
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ5,ࠉ➨  ᆅ༊

雅之

幹 事 斉藤

隆

ＳＡＡ 鈴木修一郎

いわき勿来ロータリー・クラブ

世界へのプレゼントになろう

会 長 鈴木

会報小 浜津
委員長

真也

ۑ例会日ࠉẖ㐌Ỉ᭙᪥  㹼  ۑ事務所ࠉ࠸ࢃࡁᕷ᳜⏣⏫୰ኸ୍┠  ␒ᆅࡢ 
ۑ例会場ࠉ࣍ࢸ࣑ࣝࢻࣜ
ࠛ  㸫 ࠉ࣍ࢸ࣑ࣝࢻࣜෆ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ7(/ 㸫  㸫 

第 2649 回

例 会

・家内が福島県展に於いて絵画洋画の部にて美術奨励
賞を受賞致しました。ありがとうございます。
髙萩会員
・藤田、鈴木敏広両会員の入会を歓迎して。
渡邉（公）会員
・誕生祝ありがとうございました。
越田和会員
・出席奨励賞ありがとうございました。 越田和会員
・前回休んでごめんなさい。
越田和会員

◇親睦活動委員会−鈴木孝一副委員長
清水委員長欠席ですので私からご案内致します。
越田和会員へ誕生祝を差し上げたいと思います。前
の方へどうぞ、おめでとうございます。

平成 28 年 6 月 15 日 ( 水・雨 )

2015〜2016年国際ロータリーのテーマ

ロータリーソング

我等の生業

−今月はロータリー親睦活動月間です−

クラブフォーラム

4 つのテスト
丹野富二男会員

◎会長報告−鈴木雅之会長
皆さん、今日は。去る 12 日勿来ロータリークラブ
の日ということで盛大に開催することが出来ました。
これも皆様のご協力があったればこそと感謝申し上
げます。当日は晴天の中バルーンが大空を舞う姿を
見て感動致しました。前日にはイリュージョンとい
う事で皆様の努力のお蔭で最後までイリュージョン
をやることが出来ました。印象に残るのは皆様方が
あの気球を風に負けないように一生懸命になってバ
ルーンを押さえ、そしてロープを引く姿は生涯忘れ
ることの出来ないものであると思っています。前夜
祭は皆様の絆をもってたずなを引き、そして成功に
導いた大きな原動力になったものと感謝を申し上げ
ます。当日も第 1 部、第 2 部ともうまく行きました。
会長報告ですが、今週 17 日に最後の会長幹事会がご
さいます。今回は新旧会長幹事会となり冨澤会長エ
レクト、岩元副幹事も参加でクレールコートで開催
する予定になっています。残りの例会も少なくなり
ましたが何卒皆様の変わらぬご協力をお願い申し上
げて会長報告とさせて戴きたいと思います。

◎幹事報告−斉藤

◎各委員会報告
◇出席委員会−髙萩副委員長
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お渡し致
します。越田和会員前の方へどうぞ。
おめでとうございます。

隆幹事

・6 月 12 日のいわき勿来ロータリークラブの日公開
例会については只今会長がお話をされたように本当
にありがとうございました。私達の年度も残り 3 回
の例会となりましたが今まで同様宜しくお願いしま
す。
・次年度事務局研修セミナー案内が届いております。
次期幹事の岩元副幹事にお渡し致します。
・2016 年水草環境の作業日程のご案内が届いており
ます。これは次年度社会奉仕委員長の鈴木修一郎会
員へお渡し致します。
・地区研修協議会プログラム、岡崎南ロータリークラ
ブの週報を回覧中です。
・インターアクトクラブ次年度年次大会のお知らせで

出席状況

す。磐農インターアクトクラブがホストクラブで当
クラブが提供クラブになっています。8 月 2 日、3
日の予定です。詳しくは岩元副幹事と嵐青少年委員
長より案内があるかと思います。
・クラブ内での写真コンテストに皆様の奮っての参加
宜しくお願いします。
・会長杯ゴルフコンペの参加費用は個人負担ですので
宜しくお願いします。夜の出席だけの方も同様です。

正会員数
本日の出席率

53 名
81.25％

◇スマイルボックス委員会−山下副委員長
・
「いわき勿来ロータリークラブの日」盛会に実施さ
れました。皆さんご苦労様でした。
山下、生駒、押田、木幡、渡邉（國）
、鈴木（泰）、富岡、
小熊、高橋、後藤、矢代、荒川（義）
、大平、吉野、
鈴木（修）、関川、赤津（善）
、藤田、本間、荒川（清）、
浜津、鈴木（敏）
、渡邉（公）各会員及び鈴木雅之
会長、佐藤政司副会長、冨澤会長エレクト、斉藤幹
事、岩元副幹事
・
「いわき勿来ロータリークラブの日」の前夜祭にて
桜ロータリークラブよりご利用戴きました。
神場会員及び次年度いわき分区ガバナー補佐
遠藤希和子様

本日出席会員数
修正出席率

39 名
83.33％
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◎ＳＡＡ 吉野 文敏委員長
ロータリークラブとしての品格を保ち、気品と風
紀を守り、明るく、楽しい、密度の濃い秩序正しい
例会を目指します。
◎クラブ奉仕第一委員会 佐藤 政司委員長
国際ロータリージョン・ジャーム会長の「人類に
奉仕するロータリー」の実現を目指し、以下の活動
計画と致します。。
◎職業分類委員会 越田和俶充小委員長
クラブ職業分類を見直し、特に時勢に応じた新し
い分類の設置を検討する。
◎会員選考増強委員会 清水 信弘小委員長
ロータリー活動の理解を深め、奉仕活動によって
会員間のコミュニケーションを計り、公私にわたり
活動して頂くと同時に会長をトップに全会員で勧誘・
増員に努める。
◎ロータリー情報・戦略計画委員会
鈴木 雅之小委員長
クラブ会員が「ロータリーの目的」を達成するた
めの具体的な目標を策定し計画的に実行する。また、
ロータリーの知識や情報の提供に加え、長期的なク
ラブ運営方法についても検討を重ねロータリークラ
ブの発展を目指します。
◎クラブ奉仕第二委員会 鈴村 正人委員長
国際ロータリーのテーマである「人類に奉仕する
ロータリー」第 2530 地区のテーマの一つである「人
道的奉仕の重点化と増加」を基本理念に各委員会は
行動計画を立案し、活力ある楽しいロータリー活動
を目指します。
◎出席委員会 押田 行正小委員長
会長方針「会員の事業参加意識を高め楽しいクラ
ブにする」を基にＳＡＡ、及び関連委員会と連携を
図り、出席向上を目指す。
◎プログラム委員会 川口登志雄小委員長
ロータリー活動の目的達成のため、最も重要な例

会を会長方針のもと、各委員会の活動内容なども考
慮し会員のためになるような魅力ある企画作りに努
めます。
◎クラブ会報委員会 浜津 真也小委員長
会報は例会の内容を分かりやすく、字数が多くなり
すぎないようにまとめる。ホームページを掲載するの
で、広報を意識した形にする。
◎雑誌広報委員会 渡邉 國和小委員長
ロータリー活動を幅広く理解していただけるよう
に、ロータリークラブの最高の情報源である「ロータ
リーの友」を会員や地域の皆様に読んでいただけるよ
うＰＲする。
◎スマイルボックス委員会 富岡 幸広小委員長
会員のご家族や職場などの慶びやお祝い事等を通し
「会員各位の気持ち」をお預かりして、親睦活動や社
会奉仕・国際奉仕の諸活動に役立てて参ります。
◎親睦活動委員会 髙萩 勝利小委員長
会長方針の下、楽しい例会と活性化されたクラブの
活動を推進する様、会員相互の親睦とコミュニケー
ションを図ります。会員家族及び新会員との交流を特
に密にいたします。
◎職業奉仕委員会 金成 通之委員長
地区の職業奉仕委員会の方針に基づいて実践して各
会員クラブそして地区が輝くように努める。
◎社会奉仕委員会 鈴木修一郎委員長
社会奉仕は、5 大奉仕部門の 1 つです。ロータリー
活動のなかでも、最も重要な活動と認識のもとに思い
やりの心を持ち、他人や社会に尽くすことを念頭に地
域社会のニーズを的確に捉え、地域社会に対する奉仕
とＰＲを心掛けて活動します。また、地域の関連機関
とも連携して効果ある活動を行います。
◎環境保全委員会 木幡 智清小委員長
環境保全の理解と自然保護の大切さを認識し、奉仕
を実施する機会として、植樹運動や公共施設公園等の
清掃奉仕作業を、社会奉仕委員会と協力し活動に努め
る。
◎国際奉仕委員会 生駒 祐健委員長
１．国際奉仕委員会活動の理解を深めるための活動。
２．留学生を通じて国際親善を図る。
◎青少年奉仕委員会 嵐
繁雄委員長
青少年の社会に対する奉仕活動の認識を深めると共
に、磐城農業高校インターアクトクラブの育成と活動
を支援する。さらにロータリークラブとして青少年の
健全育成と活動に積極的に参加する。
◎ロータリー財団委員会 本間 敏一小委員長
ロータリー財団活動方針に対する理解を促進し、財
団プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成に努
める。
◎米山記念奨学会 赤津 善宣小委員長
米山記念奨学会の目的及び事業について会員の理解
と認識を深め積極的な協力を得るための活動を行う。
◎会計 関川 豊実委員長
予算計画に沿って適正かつスムーズな資金管理に努
める。
◎ＩＴ委員会 鈴木 雅之委員長
当クラブの紹介を兼ねたホームページの充実を図
る。また、第 2530 地区の地区運営（戦略＆ＩＴ）委
員会会員の指針に沿ってＩＴスキルの向上に努める。

