
に完了し、新しい定款で新年度からの活動すること
となります。また、当クラブのあるべき姿として、「存
在感のある、いわき分区のリーディングクラブとな
れる様な活動をしよう」ということを、公言しなが
ら会長を務めて参りました。
　最後に会員の皆さんと家族の皆様には、一年間楽
しみながら会長の職務を務めさせて頂きましたこと、
及び来年度のクラブの新体制のために、木幡智清会
員に副会長の大役をお願いしたところ、快く受諾し
て頂いたことや金成事務局員のパソコンを駆使した
事務処理でお世話になり、渡邉パストガバナー令夫
人の裕子さんと共に、例会場に素敵な花を飾って頂
いたことに感謝し御礼申し上げます
◎幹事報告－岩元義春幹事
・ガバナーエレクト事務所より前期委員会総会案内他
届いております。
・2017 － 2018 年度事務所研修会の案内が届いていま
す。
・ロータリアンの冊子を回覧中です。
・6月 15 日いわきワシントンホテルで新旧会長幹事
会が開かれ出席して参りました。
・一年間会員の皆様のご協力を頂きまして役目を私も
終えることが出来たように思います。一年間ありが
とうございました。
◎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。最後に出席
奨励賞をお渡し致します。
藤田紀夫会員前の方へど
うぞ。
◇スマイルボックス委員会－富岡小委員長
・本日は夏至です。1年で日中が一番長い日です。
富岡、後藤、渡邉（國）、山下、木幡、高橋、清水、
嵐、鈴木（雅）、関川、赤津（和）、星、渡邉（公）、
今泉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
・前回休んでごめんなさい。

矢代、髙萩、藤田、根本各会員
・本日早退でごめんなさい。斉藤、荒川（清）各会員

◎会長報告－冨澤藤利会長
　皆さん、今日は。私から今年度の活動報告をお話
したいと思います。1 年を振り返って、伝統と活動
実績のあるいわき勿来ロータリークラブの第 55 代会
長の職務を全う出来ましたことに対しまして、会員
の皆様と関係各位の皆様へ御礼申し上げます。特に
当クラブの官房長官としての大役を果たし、成果に
結びつけてくれた岩元幹事には衷心より厚くお礼申
し上げます。70 才を迎え会社を卒業するにあたり私
が考えたことは、主力事業所が 70 年間以上お世話に
なっていますいわき市勿来の地域に少しでも応分の
恩返しをしようという思いから、ロータリー活動に
関わることになりました。㈱クレハは、「レスポンシ
ブルケア活動」を社会に宣言し、果たすべき社会的
責任を果たす共に、医療や老人介護の面から地域貢
献を行うと共に、集会所建設・年間諸行事等々の支
援を積極的に行う会社であります。そうした活動を
するクレハグループの技術総括責任者の務めも果た
しながら、地域の皆様の会社によせる思いには、日
頃より感謝をしております。こうしたバックグラン
ドの基、55 代会長に推薦して頂いた時に企業経営の
体験からも、「ロータリー活動は会長次第」と言われ
る中で「会長としてリーダーシップを発揮して、役
割・責任を着実に果たす」ことが一番大事であろう
と確認し年度をスタート致しました。活動の源とな
る会員数の増強として、実績値＋ 3名（計画値＋３名）
を達成することが出来ました。また、大きなイベン
トとしてクラブ創立 55 周年記念例会の挙行を 12 月
21 日に行いました。姉妹クラブ・友好クラブ・いわ
き分区等から多くのお客様をお迎えして、記念例会
を盛会に開催することが出来ました。また、5月 26
日植田駅前の駐輪場に防犯カメラ設置を行いました。
以上により植田駅前には 4ヶ所の施設にロゴマーク
が表記されており、これらの活動の成果は地域の認
知度向上に貢献しています。インターアクトクラブ
の活動支援や、ロータリー財団や米山奨学会への寄
付等についても成果をあげることが出来ました。経
費見直しについては、年間 46 回開催している例会の
回数を見直すという結論を得ているが次年度の佐藤
会長年度において、実施に踏み出すことが必要と考
えています。定款・細則の見直し作業については既

　クラブフォーラム　　　　　　

　　　　　　　　（年次活動報告）

出席状況 正会員数　　　　　  56 名　　　本日出席修正会員数　　　　　  39 名
 本日の出席率　　   73.58％　　　 

例会日 事務所
例会場

2016～2017 年国際ロータリーのテーマ

会  長　冨澤　藤利

幹  事　岩元　義春

ＳＡＡ　山下　喜一

　   　　 今泉　敏徳会報小
委員長

第 2696 回　例  会　平成 29年 6月 21日 ( 水・雨 )

  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
－今月はロータリー親睦活動月間です－

4つのテスト
　　　　斉藤　　隆 会員

☆ＳＡＡ－山下　喜一委員長
⑴　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
会の開催と円滑な進行に努めました。
⑵　会長、幹事、各委員会との連携をよく図る様努
めました。特に職場例会、早朝例会、勿来ＲＣ創
立 55 周年記念例会に際しましては、関係委員会の
皆様には多大なご協力をいただきました。
⑶　会員相互の親睦を深める為、年 3回の席次変更
を実施しました。
⑷　例会は整然と秩序正しく行われ、卓話中の私語
もなく会員皆様のご協力のもと、1年間活動ができ
ましたことに感謝申し上げます。
☆クラブ奉仕第一委員会－佐藤　政司委員長
 ロータリーに対する人々の認識を公共イメージ高め
る行動は、不十分でした。次年度も引き続き行動する。
ＲＩ会長賞は、会員のＭＹ　ＲＯＴＡＲＹ登録など
が、基準に満たなかった。活動の源となる会員増強
は、純増 3名になりました。会長、幹事会員選考委
員、会員の協力で達成できました。ただ残念なことは、
チャーターメンバー、クラブの重鎮であった 2名が、
物故会員になってしまった事です。新入会員、会員
歴の浅い会員には的確な情報がうまく届かなかっ
た。ロータリーに一層の理解を深めるようにする。
☆職業奉仕委員会－越田和俶充小委員長
１.　地区の優れた企業（いわき大王製紙㈱）を訪問
　見学し他の職業への理解を深めました。
２.　職業を通して四つのテストを実践している人の
　卓話をいただきました。
３.　職業分類会員選考増強と連携して職業上倫理の
　高い方々の入会に努めました。
☆職業分類委員会－斉藤　隆委員
　会員選考増強委員会と共に会員増強に努めました。
正会員欄の未充填部門の充填に努めました。推薦さ
れた会員候補者を職業分類表により分類し理事会に
具申しました。
☆会員選考増強委員会－清水　信弘小委員長
　会員で増強に努め、特に会長・幹事をトップに活
動した。純増 5名の目標達成、しかし期中に残念な
がら現会員 2名欠員が発生する。結果的に 4名の純
増達成！関係委員会はもちろん全会員のご支援に感
謝します。
☆ロータリー情報・戦略計画委員会

　－鈴木　雅之小委員長
　各委員会と連携を図りながら活力ある活動になる
よう努めました。特に、地区運営（戦略＆ＩＴ）委
員会の方針に沿って、クラブ内でのMy Rotary 活用
について醸成活動を行いました。更に、次年度「ク
ラブ定款・細則」改定に向けて、担当委員会の鈴村
副会長と連携を図り協議を繰り返しました。
☆クラブ第二委員会－鈴村　正人委員長
　各委員会は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」及び地区テーマである「人
道的奉仕の重点化と増加」を基本理念に年次計画を
立案し活動を実施して参りました。
☆出席委員会－押田　行正小委員長
　会員に出席奨励賞を贈り、出席率向上することが
できました。無断欠席を無くす為、欠席者の事前連
絡を徹底しました。欠席者には他クラブへのメーク
アップを奨励に努めました。役員及び関連委員会と
連携を図り、各種行事への参加を呼び掛けました。
☆プログラム委員会－川口登志雄小委員長
　本年度のクラブの活動方針の目的達成のために、
各委員会の活動内容なども考慮しながら品格のある、
そして楽しい雰囲気の例会になるよう努めました。
委員の途中変更もありましたが、会員の協力で多く
の外部卓話者に出席頂き有意義な、そして充実した
例会ができました。又、月間委員会の委員長さんに
協力を貰い途中経過の各委員会の発表をしていただ
きました。
☆クラブ会報委員会－今泉　敏徳小委員長
　クラブ会報委員会の本年度の活動方針として会報
は例会の内容を解りやすく、字数が多くなり過ぎな

いように纏めること、ホームページを掲載した形に
するを大事な基本として内容の濃い会報を毎週発行
して会員に届けることが出来ました。
☆雑誌広報委員会－渡邉　國和小委員長
　会員卓話の中で「ロータリーの友」の主な記事を
会員の皆さんに紹介しました。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にＰＲしました。
☆スマイルボックス委員会－富岡　幸広小委員長
　今年は特に大型の予算を見積られたのだが会員皆
様方の御協力でその目的額を達成することが出来ま
した、ありがとう御座居ございました。
☆親睦活動委員会－髙萩　勝利小委員長
　会員相互の親睦を深め、家族の友好と理解を深め
て、多くの会員家族の楽しい活動が実施できたと思
います。心より感謝申し上げます。
☆社会奉仕委員会－鈴木修一郎委員長
１.　エコキャップ回収運動の実施
２.　地区社会奉仕委員会より推奨された活動とし
　て、救命救急法の研修を 3月 8日の例会において実
　施した。
３.　関連委員会（環境保全委員会）と連携して活動
　した。
４.　ロータリー財団地区資金を活用して植田駅前駐
輪場へ防犯カメラを設置し、5月 26 日贈呈式現地
にて、うえだふれあい広場（いわき南地区防犯協会
連合会）に寄贈した。新聞社に取り上げて戴き、社
会奉仕活動とロータリー活動の公共イメージアッ
プに努めた。
５.　地域の社会奉仕活動への協力支援
☆環境保全委員会－木幡　智清小委員長
１.　地域社会の環境に関するテーマについての卓話
　や現地視察を行いました。
２.　いわきの町をきれいにする市民総ぐるみ運
　動への協力や、駅や公園等の清掃奉仕作業や植樹の
　実施を行いました。
３.　まちなか花いっぱい運動の支援や磐城農業高校
　の「はちっ子クラブ」への支援・協力活動を行いま
　した。
４.　猪苗代湖の水草除去作業に参加致しました。

（10 月 9 日、9名）
☆国際奉仕委員会－渡邉　公平委員
　国際奉仕委員会では国際奉仕活動の理解を深める
為の活動及び留学生を通しての国際親善等を方針に
あげ、更に活動計画として 5 項目を挙げましたが、
殆ど活動せず 29 年 2 月 1 日に卓話にて国際奉仕につ
いての卓話で終わってしまいました。
☆青少年奉仕委員会－嵐　繁雄委員長
１．磐城農業高等学校インターアクトクラブに対す
　る支援活動
２.　第 37 回ロータリークラブ杯中学校ソフトテニス
　大会開催
☆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目標の達成に努めるとの
方針に基づいて活動を行った。
☆米山記念奨学会－事務局
１.　8 月 27 日㈯南東北総合卸センターにおいて、米
　山記念奨学会会員セミナーに出席しました。
２.　9 月 14 日㈬例会の時、目的及び事業内容につ
いて会員に理解と認識を深めていただくお願いを
しました。
☆会　計－関川　豊実委員長
　予算計画に沿って適正な資金管理に努めてきまし
たが、皆様の御協力により、概ね計画通りの会計処
理を実施することができました。
☆ＩＴ委員会－鈴木　雅之委員長
　毎週の会報をホームページにアップし内容の充実
を図りました。また、ロータリー情報・戦略計画委
員会と連携を図り、例会に於いてMyRotar の操作説
明会を開催いたしました。


