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2017 − 18 年国際ロータリーのテーマ

ロータリー : 変化をもたらす

第 2699 回

例 会

平成 29 年 7 月 12 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング

クラブフォーラム（年度活動計画）

奉仕の理想

クラブフォーラム
（活動方針発表）

ロータリーの行動規範
渡邉 公平パストガバナー
その後各委員会の分科会を開きたいと思います。

◎会長報告−佐藤政司会長
皆さん、今日は。本日は第 2 週目ということでク
ラブフォーラム活動方針を各委員会から発表してい
ただくことになっております。ふと私も 1 年前何を
していたか思い出してみました。丁度ポケモン Go
が若者の間で流行っていて光洋高校の近くに仕事で
行っていた時中央公園の方に出たと騒いでいたのを

・19 日例会終了後臨時理事会を開催致します。

◎各委員会報告
◇出席委員会−大平伸人小委員長
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。髙木会員、星会員、鈴木
修一郎会員、蛭田会員、岩元会員前の方へどうぞ。

思い出しました。最近床屋へ行ったら店主が夜の散
歩でポケモン Go で探していると聞いて、新聞を見る
と若者の熱狂は沈静化しましたが今は中・高年の方
が散歩がてらポケモン Go を探し歩いていると載って
いました。何事も遊びだと馬鹿にしないで発想の転
換をすれば、それなりに意義があり中・高年の方の
健康に役立っているのかなと思いました。我々も固
定観念にとらわれず新しい考え方で 1 年間頑張って

◎幹事報告−小熊

◇スマイルボックス委員会−髙木孝道小委員長
・各委員会活動報告ご苦労様です。荒川（義）
、髙萩、
生駒、岩元、冨澤、山下、川口、後藤、富岡、赤津

行きたいといます。

東幹事

・只今回覧中ですがいわき平中央ロータリークラブ、
いわき桜ロータリークラブ、いわき平ロータリーク

（善）、影山、藤田、渡邉（公）
、大平、髙木、今泉、
各会員及び佐藤政司会長、鈴村会長エレクト、木幡

ラブの 7 月プログラムを回覧中です。
・なこそ夏まつりのご案内パンフレットも回覧中で

副会長、小熊幹事、嵐副幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。

す。
・6 月 29 日付で日本製紙㈱勿来工場長木村義英さん

星、鈴木（修）、蛭田、岩元、髙木各会員
・前回休んでごめんなさい。
矢代会員

が工場長に着任したと報告を受けております。来週
19 日の例会に出席されますのでその時にご紹介し

・本日早退ごめんなさい。
林、鈴木（修）越田和各会員及び佐藤政司会長

ます。
・7 月 5 日付のクラブ会報でロータリアン誌の誌が抜

◇会計−添田委員長

けておりました。申し訳ございませんでした。
・8 月のプログラムはまだ皆様へ届いていないと思い

れておきました。振込みでも例会時でも構いません
ので宜しくご納入をお願いします。

ますが 8 月 2 日ガバナー公式訪問リハーサルを行い
ます。リハーサルのタイムスケジュールだけ発表し、

出席状況

正会員数
本日の出席率

56 名
66.67％

皆さんのボックスの中に年会費納入のお願いを入

◎地区の近況報告−渡邉公平パストガバナー
当クラブは佐藤年度になりました。地区は鈴木邦

本日出席会員数

典ガバナーに変わりましたが前年度で気になるのは
会員数の動向です。前年度は 2,364 名でスタートしま
したが年度末に予想以上の退会者が出ました。昨年
入会した方は 215 名です。退会者は 218 名です。当
クラブは成績が良く地区 66 クラブでベスト 3 に入っ
ています。ガバナーも毎年変わるのでガバナー事務
所もガバナー輩出クラブへ移動していましたが、固
定事務所にしようとその足掛りとして平井年度の時
に事務局を、三春ロータリークラブの永井さんがク
ラブを退会しロータリーの事務局に専念していただ
くことになりました。次の芳賀年度まで継続し事務
員を育成し固定事務所化していくことになりました。

36 名

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。
蛭田 剛小委員長
☆親睦活動委員会
会員相互の親睦と、コミュニケーションの向上を
図り、会員家族、新会員との交流を深め楽しい活動
を目指します。
丹野冨二男委員長
☆職業奉仕委員会
社会奉仕活動は、ロータリー活動のなかででき、
最も、地域に密着した活動であって、お互いに認識
のもとに一般社会に感謝される奉仕を目的とする。
☆社会奉仕委員会
生駒 祐健委員長
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
橋本 慶紀副委員長
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。
☆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。
星
行夫副委員長
☆青少年奉仕委員会
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。

☆ SAA
川口登志雄 SAA
伝統あるいわき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。
☆職業分類委員会
櫛田 幸雄小委員長
職業が多様化している現況を考慮し職業分類表を
作成し、会員に周知徹底する様理事会に報告する。
☆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。
赤津 善宣小委員長
☆ロータリー財団委員会
ロータリー財団活動方針に対する理解を促進し、
☆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
財団プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成
ロータリー」第 2530 地区のテーマの一つである「人
に努める。
道的奉仕の重点化と増加」を基本理念に各委員会は、 ☆米山記念奨学会委員会
本間 敏一小委員長
行動計画を立案し活力ある楽しいロータリー活動を
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
目指します。
大平 伸人小委員長
☆出席委員会
行う。
会長方針「変化をもたらす」を基にＳＡＡ、及び
小熊
東幹事
☆会 計
関連委員会と連携を図り、出席向上を目指す。
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。
☆プログラム委員会
影山 晴康委員
ロータリー活動の目的達成のため、会長方針およ
大平 伸人副委員長
☆ＩＴ委員会
前年と同様にクラブの紹介を兼ねたホームページ
び各委員会の活動方針を考慮し、クラブ会員のため
の充実を図ります。また、第 2530 地区の地区運営
になるプログラムを計画し魅力ある充実した企画運
（戦略＆ＩＴ）委員会の指針に沿ってＩＴスキルの向
営に努める。
上に努める。
☆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

