CLUB BULLETIN
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ5,ࠉ➨  ᆅ༊

いわき勿来ロータリー・クラブ

会 長 冨澤

藤利

岩元

義春

ＳＡＡ 山下

喜一

会報小 今泉
委員長

敏徳

幹 事

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 

人類に奉仕するロータリー

第 2694 回

例 会

平成 29 年 6 月 7 日 ( 水・晴 )

2016〜2017 年国際ロータリーのテーマ

君が代
ロータリーの目的

クラブフォーラム
（次年度会長方針及び活動計画）

◎会長報告−冨澤藤利会長
皆さん、今日は。6 月 4 日に開催
されました会長杯ゴルフコンペの参
加大変ご苦労様でした。ゴルフのプ
レーに参加されました方が 18 名、懇
親会のみの参加 7 名で合計 25 名の
方の参加で会長杯ゴルフコンペと親
睦会で親睦を深めることが出来ました。優勝したの
は鈴木敏会員でした。特にゴ
ルフコンペで大役を務めて戴
きました髙萩親睦委員長には
感謝を申し上げたいと思いま
す。大変ありがとうございま
した。次に今年度の重要課題

冨澤

藤利会長

−今月はロータリー親睦活動月間です−

・ガバナーエレクト事務所より委員
会日程変更のお知らせが届いてい
ます。
・6 月 13 日㈫地区インターアクトリ
ーダー研修会が開催されます。嵐
青少年委員長には対応宜しくお願
いします。
・先程会長からお話がありました新入会員ですが今日
の理事会で審議して戴き入会が承認されるか決まり
ます。
・本日例会終了後理事会が開催されますので理事者の
皆さん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
本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は
事務局の金成仁子さんに出席奨励賞を差し上げたい
と思います。前の方へどうぞ。おめでとうございます。

であります会員増強について話をしたいと思います。
今日の理事会で岩元幹事推薦の方の入会希望を審議
致しまして結論を出したいと思います。理事会で入
会を認められれば、当ロータリークラブは佐藤次年
度への申し送りは 56 名ということになります。それ
から本日はクラブフォーラムです。特に次年度の会
長方針、各委員会の活動計画等が発表されますので
クラブフォーラムに相応しい討論をお願い致します。
私からは以上です。

◎幹事報告−岩元義春幹事
・ロータリアンの冊子が届いています。

出席状況

正会員数
本日の出席率

55 名
73.58％

◇スマイルボックス委員会−富岡小委員長
・スマイルボックス目標まで残りわ
ずかとなりました。皆様の御協宜
しくお願い致します。富岡、髙萩、
林、木幡、山下、後藤、川口、鈴
木（雅）、
荒川（義）、渡邉（公）関川、
清水、嵐、荒川（清）赤津（和）、
各会員及び冨澤会長、鈴村副会長、佐藤政司会長エ
レクト、鈴村副会長、岩元幹事、小熊副幹事
・誕生祝ありがとうございました。

本日出席会員数

39 名

佐藤智子（のりこ）、飯村各会員
・6 月 4 日勿来ロータリークラブ会長杯で商品を戴き
ありがとうございました。
押田会員
・本日早退ごめんなさい。
今泉会員
・前回休んでごめんなさい。
木幡会員
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◎会長方針

佐藤

政司次期会長
いわき勿来ロータリークラブは、
昨 年 55 周 年 を 迎 え 平 成 28 年 12 月
21 日、八幡台やまたまやで創立記念
例会、クリスマス家族例会を盛大に
行いました。来賓者としていわき分
区ガバナー補佐会長始め、姉妹クラ
ブ、江戸川ＲＣ、むらさきＲＣ会員が出席しました。
歴史と伝統のある当クラブの会長として、指名をい
ただき、会長として就任する事になりました。微力
でありますが会員皆様のご指導、ご協力をえながら
全力で努めて参ります。宜しくお願い致します。
「ロータリー：変化をもたらす」
イアンＨ・Ｓ・ライス、2017 〜 18 年度ＲＩ会長は
このテーマが発表され、更に重点目標が発表されま
した。
◎ SAA 川口登志雄委員長
伝統ある勿来ロータリークラブと
しての品格を保ち、会員全員が明る
く楽しい雰囲気で例会に参加できる
よう会場設営に努める。
◎クラブ奉仕第一委員会 鈴村 正人委員長
改めてクラブ奉仕委員会の立ち位
置を復習したいと思います。クラブ
奉仕はクラブの心臓部で有ります、
クラブ奉仕がなければクラブは成り
立たないと言われています。
当クラブの伝統と実績を尊重し、
ロータリークラブ活動を通して地域社会に貢献して
参ります。
◎会員選考増強委員会
髙瀬 政男小委員長
新会員の勧誘と現会員の維持。
◎ロータリー情報・戦略計画委員会
髙萩 勝利小委員長
会員に国際ロータリー及び地区、
分区での今までと違って、変わった
所などの情報を提供し、クラブが活
性化するように、知識などわかりや
すく活動しやすくなるように運営の
仕方などの情報を提供する。
◎クラブ奉仕第二委員会 木幡 智清委員長
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。
◎クラブ会報委員会
今泉 敏徳小委員長
クラブ会報は例会の内容を分かり
やすく、かつ的確にまとめる。また、
ウエブサイトへの掲載を意識したレ
イアウトにする。
◎スマイルボックス委員会 髙木 孝道小委員長
会員の皆様やご家族、職場などで
の慶び事や、お祝い事等お付き合い
のある方への励ましなどの際、会員
皆様の善意と奉仕の精神で寄付をお
願いし、クラブ全体の奉仕活動に役
立て更に国際奉仕にも協力して参り
ます。
◎雑誌広報委員会 荒川
清副委員長
ロータリーの情報源である「ロー
タリーの友」誌を通して、会員はも
ちろんのこと地域の多くの皆さまに、
ロータリークラブの目的とその活動
内容を広く理解していただけるよう
ＰＲに努める。
◎国際奉仕委員会 清水信弘委員長
1. 国際交流によって世界平和への
貢献
2. 青少年交換、国際親善奨学生、
ロータリー財団奨学生、米山記念
奨学生を通じての国際親善を図る。
◎社会奉仕委員会 押田 行正委員
社会奉仕は五大奉仕部門のひとつ
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
確に促え、地域社会に対する奉仕と
ＰＲを心掛けて活動します。また、地域関係機関とも
連携して効果ある活動を行います。
◎環境保全委員会
赤津 和三小委員長
地域社会の環境状況を調べ植栽運
動や公共施設公園の清掃奉仕作業を、
社会奉仕委員と連携、協力しながら
活動をします。
◎米山記念奨学会委員会
本間 敏一小委員長
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。
◎プログラム委員会
鈴木修一郎小委員長
ロータリー活動の目的達成のため、
会長方針および各委員会の活動方針
を考慮し、クラブ会員のためになる
プログラムを計画し魅力ある充実し
た企画運営に努める。

