
◎幹事報告－岩元義春幹事
・まず、只今冨澤会長よりお話がありましたように吉
野文敏会員が 14 日にお亡くなりになりました。明
日 20 日お通夜、21 日告別式ですので宜しくお願い
します。
・ガバナー事務所より信任状が届いております。
・4月 22 日㈯に「輝く瞳に会いに行こう」という演
題でチェンマイ国際ロータリーパスト会長原田義之
氏の活動報告がハワイアンズラピータで行われ、当
クラブから 7名、磐農インターアクトクラブから顧
問の先生含め 4名が出席予定です。
・いわき分区ゴルフコンペが 4月 23 日㈰小名浜カン
トリークラブで開催されます。当クラブから 7名参
加予定です。
・職業奉仕研修セミナーが 4月 23 日㈰福島市で開催
されます。当クラブから髙萩会員、斉藤会員、佐藤
政司会長エレクトが出席予定です。
・最後に 4月 12 日㈬勿来ロータリークラブと東京江
戸川ロータリークラブ合同親睦ゴルフコンペが桜の
宮ゴルフクラブで開催され、東京江戸川ロータリー
クラブの久保会員が優勝、当クラブの山下会員が準
優勝でした。晴天のもと両クラブより 17 名が参加
し親睦を深めたゴルフコンペでした。

◎新入会員紹介－後藤泰治会員
　皆さん、今日は。今日から我々の仲間になる新入
会員の影山晴康さんをご紹介致します。生年月日は
昭和 40 年 2 月 24 日、福島県立磐城高等学校を卒業

ゲスト
いわき分区ガバナー補佐　遠藤希和子 様

会　計　吉田　佳代 様
横浜金沢ロータリークラブ　金澤　　功 様

　 会 員 卓 話　　　押田　行正 会員

◎会長報告－冨澤藤利会長
　皆さん、今日は。まず、4月 9日に行われました観
桜家族例会に大勢会員ご家族のご参加ありがとうご
ざいました。生憎の天気ではありましたが、親睦活
動委員会の皆様や荒川清会員のお蔭で楽しい 1日を
過ごすことが出来ました。誠にありがとうございま
した。次に本日のお客様をご紹介致します。いわき
分区ガバナー補佐の遠藤希和子様と同じく分区会計
の吉田佳代様です。また、遠方の横浜金沢ロータリー
クラブの金澤功様がメーキャップにお見えになられ
ています。後程ご挨拶をお願いします。それから新
入会員のご紹介をしたいと思います。鈴木孝一会員
の後任のクレハいわき事業所総務部長影山晴康会員
です。そして浜津真也会員の後任の福島民報社勿来
支局長今泉敏徳会員です。後程詳しくご紹介、ご挨
拶をお願い致します。また、残念ですが吉野文敏会
員が 4 月 14 日に御逝去され、お通夜が 20 日で告別
式が 21 日の予定になっています。会員全員で吉野会
員のご冥福をお祈りしたいと思います。私からは以
上です。
◎ゲスト挨拶
　横浜金沢ロータリークラブ
　　　　　　金澤　　功 様
　皆さん、今日は。突然の訪問を心
よく受け入れて戴き誠にありがとうご
ざいます。横浜金沢ロータリークラブの金澤功と申
します。いわきに来る機会があり一番南のいわき勿
来ロータリークラブ
さんの例会にメーキ
ャップさせて戴きま
した。ありがとうご
ざいます。バナーを
お預かりしましたの
で後程当クラブのバナーは送らせて戴きます。

出席状況 正会員数　　　　　   54 名　　　　本日出席会員数　　　　　   44 名
 本日の出席率　　   88.00％　　　 
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  CLUB BULLETIN
　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

人類に奉仕するロータリー

ロータリーソング　我等の生業
－今月は母子の健康月間です－

4つのテスト
　　　　丹野富二男 会員

され武蔵大学人文学部を卒業、1988 年 4 月に呉羽化
学工業㈱錦工場入社現在に至っています。今年 4月
からいわき事業所総務部長に就任されて、前任者の
鈴木孝一会員の後任として当クラブに入会されるこ
とになりました。宜しくお願いします。
◎新入会員挨拶

　株式会社　クレハ
　生産技術本部　いわき事業所

総務部長　影山　晴康 様
　皆さん、日頃より当クレハは地
域の皆様にお世話になっておりま
す。また、前任者の鈴木孝一が大

変お話になりました。前任者同様宜しくお願い申し
上げます。
◎新入会員紹介－山下喜一会員
　それでは、浜津真也会員の後任の今泉敏徳さんを
ご紹介致します。生年月日は昭和 58 年 8 月 4 日現在
33 歳です。出身は田村市、平成 14 年 3 月に郡山東高
等学校を卒業され、平成 18 年 3 月に東北学院大学経
済学部を卒業、同年 4月に福島民報社へ入社、好き
な言葉は一期一会だそうです。宜しくお願いします。
◎新入会員挨拶

　福島民報社　勿来支局
　　支局長　今泉　敏徳 様

　皆さん、今日は。4 月から勿来支
局へ赴任して参りました、今泉と申
します。何分ロータリークラブさん
の活動には不馴れで浜津さんから引

き継ぎをした位ですので、皆様の御指導宜しくお願
いします。
◎各委員会報告
◇出席委員会－押田小委員長
　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。関川
会員、鈴木雅之会
員、そして私押田
です。おめでとう
ございます。
◇スマイルボックス委員会－富岡小委員長
・ガバナー補佐として最後の公式訪問です。

ガバナー補佐　遠藤希和子 様
・メーキャップにお邪魔致しました。

横浜金沢ロータリークラブ　金澤　功 様
・遠藤ガバナー補佐並びに横浜金沢ロータリークラブ
金澤　功様を歓迎して。押田、後藤、越田和、川口、
嵐、櫛田、鈴木（雅）各会員
・影山晴康様、今泉敏徳様の入会を歓迎して。
後藤、富岡、高田、矢代、木幡、鈴木敏広、鈴木（雅）、
渡邉（公）、鈴木敏、山下、越田和、添田、大平、髙萩、
藤田、鈴木（修）、星、川口、斉藤各会員及び冨澤会長、
鈴村副会長、佐藤政司会長エレクト、岩元幹事、小
熊副幹事
・入会させて戴きました。宜しくお願いします。

影山晴康会員、今泉敏徳会員
・出席奨励賞ありがとうございました。

押田、関川、鈴木雅之各会員
・4 月 12 日東京江戸川ＲＣさんと桜の宮ＣＣにて、

桜満開の下、親睦を深めることが出来ました。小熊
支配人に感謝します。　　　　　　　渡邉公平会員
・本日早退ごめんなさい。　　 　　　　鈴木　敏会員
・しばらく休んでごめんなさい。

生駒、高橋、蛭田、赤津（善）各会員
◇親睦活動委員会－髙萩小委員長
　4月 9日㈰の観桜家族会には生憎の雨の中、大変大
勢の会員とご家族のご参加を戴き誠にありがとうご
ざいました。丁度見頃の桜を那須で見て来ることが
出来たと思います。参加して戴いた皆様には感謝申
し上げます。
◎ガバナー補佐挨拶

　いわき分区ガバナー補佐
　　　遠藤希和子 様

　皆さん、今日は。本日はガバナー
補佐として最後のクラブ訪問となり
ます。訪問する度に地区として会長
賞への取組みやロータリアンについ

て、またロータリーバッチ等々お話をさせて戴きま
した。私も勿来クラブさんの例会に出席する度に勉
強させて戴きました。1年間ご協力本当にありがとう
ございました。感謝しております。
◎会員卓話－押田行正会員

　皆さん、今日は。私押田行正はロー
タリークラブに昭和 58 年 4 月に入
会致しました。入会して 3年後に社
会奉仕委員長を拝命しました。そし
て社会奉仕とはどんな事業を行えば
良いか考えました。私の父は明治 28

年生まれでロータリーも入っていましたし、委員も
担当していました。そして、民生員の時に赤十字の
お金現在各家庭で 500 円を納めていますが、意識の
ある家庭や商売をしている所から委員で 5,000 円を
集めました。そのお金をいかに利用したら良いかと
言われて、私の父や安斉先生のお母さんも在宅ケア
で寝ていましたので、3 年以上在宅で寝ているお年
寄を赤十字のお金で奥さんやお嫁さんへ力を与える
ことをやりましょうと答えました。どんな事をする
かというと表彰状と記念品を差し上げてお世話をし
ている人に力を与えられるでしょうと私が言ったら、
是非それを取り入れましょうとなって現在に継続に
なっています。それから当時老人介護施設はありま
せんから、いわき市千寿荘へ私はお茶とお菓子をもっ
てお年寄を集め私が司会を務め、80 ～ 85 年の間に
自慢する話があるだろうから話を聞かせて下さいと
やりました。最初は話をする人がいませんでしたが、
皆が話しだすと死んだような目が生き生きと輝く目
に変わったように見えました。その行事を 2回行い
ました。また、今のように紙のおしめが無い時代で
すので、結婚式やお祝で貰った押入れで埋もれてい
るバスタオル、石鹸、タオルをロータリーの会員 70
名に呼びかけ寄付して戴き大量に集まりました。そ
して引地さんから大きな袋を買いいわき勿来ロータ
リークラブとステッカーを付け市の社会奉仕へ第 1
号として寄贈しました。私が最初で次に安斉先生、3
番目は私の家の前の根本さんでした。私の父から人
間はある程度余裕が出来たらば社会に借りがあると
思い借りを返しながら人生を真っ当していけと言わ
れました。


