
います。
・地区大会参加確認ということで名簿が出来ています
皆さんに回覧しますのでご確認下さい。
◎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。
◇スマイルボックス委員会－髙木孝道小委員長
・ガバナー公式訪問ご苦労様でした。残暑お見舞い申
し上げます。木村、赤津（善）、影山、佐藤智子（の
りこ）、冨澤、押田、渡邉貴志、生駒、渡邉（國）、
清水、岩元、荒川（義）、高橋、山下、高萩、後藤、
関川、渡邉（公）、藤田、蛭田、今泉、星、大平、
鈴木敏、鈴木（修）、荒川清、高木、斉藤各会員及
び佐藤政司会長、木幡副会長、鈴村会長エレクト、
嵐副幹事
・お蔭様で愛好会コンペで優勝させていただきまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　川口会員
◇親睦活動委員会－蛭田　剛小委員長
　観月家族例会のご案内を再度したいと思います。9
月 10 日㈰ 18 時 30 分より勿来温泉関の湯において観
月家族例会を開催したいと思いますので、まだ出欠
のお返事を送られてない方は今日帰りに口頭で良い
ので私にひと声掛けてお帰り下さい。
◇青少年奉仕委員会－高橋伸安委員長

　青少年奉仕委員会より年次大会と
青少年奉仕委員会セミナーの報告を
します。8 月 9 日、10 日にインター
アクトクラブの年次大会が行われま
した。9 日に私と星会員で磐農生徒
さん 6名と顧問の佐藤先生を車 2台
で送迎しました。年次大会は水と環

境について日本大学の中村先生の講演を聞き、体験
活動で野外炊飯を行いました。2 日目は五色沼の散
策、まとめに自然と生きるについて意見交換をしま
した。参加校 16 校スポンサーロータリーは 10 クラ
ブ、生徒 88 名、先生 22 名、ロータリアン 22 名、地
区役員 9名合計 141 名で行われました。セミナーは 8
月 20 日㈰に開催され、私と渡邉公平パストガバナー

◎会長報告－佐藤政司会長
　皆さん、こんにちは。前回 9日のガバナー公式訪
問大変ご苦労様でした。例年お盆明けの出席率が悪
い為に今年は思い切って休会と致しました。昨日の
Ｊアラートの警報と北朝鮮のミサイル飛来には大変
驚きました。それでは会長報告に入ります。8月 25
日㈮に火力サマーフェスティバルがあり参加して参
りました。大変盛会で楽しい時間を過ごしましたこ
とに感謝申し上げます。本日高田会員は欠席ですが
大変お世話になりました。次に本日のお客様をご紹
介致します。「福島のみんな！あそびにおいでんプロ
ジェクト」に参加した錦中学校 3 年吉田脩真さん、
保護者代表吉田義美さん、勿来剣道スポーツ少年団
団長岡田清和さんの 3名です。後程発表をお願いし
ます。それと台風の影響か天候不順が続きますので
暑さに負けないように頑張って下さい。以上です。
◎幹事報告－嵐副幹事

・ロータリー日本事務局より荒川義
次会員、川口会員へポール・ハリス・
フェローの認証が届いております。
・ガバナー事務局より月信の合本が
3冊届いています。只今回覧中です
のでご覧下さい。

・いわき小名浜ロータリークラブより年次計画書が届
いています。回覧中です。
・いわき平東ロータリークラブより 9月のプログラム
が届いています。回覧中です。
・国際ロータリーからインターアクト活動費のお願い
ということで文書が届いています。
・いわき平中央ロータリークラブより週報及び年次計
画書が届いています。
・添田俊樹前会員から御礼状も届いておりますので回
覧中です。
・いわき平ロータリークラブより年次計画書と週報が
届いています。回覧中です。
・米山記念奨学会より感謝状が本間敏一会員に届いて
います。本日欠席ですので次週お渡し致します。
・なこそ夏まつり実行委員会より御礼の文書が届いて

会  長　佐藤　政司

幹  事　小熊　　東

ＳＡＡ　川口登志雄

　   　　 今泉　敏徳

ゲスト
　

勿来剣道スポーツ少年団団長　岡田　清和 様
〃　　　保護者代表　吉田　義美 様

いわき市立錦中学校 3年　吉田　脩真 様

出席状況 正会員数　　　　　   56 名　　　　本日出席会員数　　　　　   39 名
 本日の出席率　　   　76.47％　　　　

例会日 事務所
例会場

2017 － 18年国際ロータリーのテーマ

会報小
委員長

第 2704 回　例  会　平成 29年 8月 30日（水・晴）

ロータリーソング　奉仕の理想
－今月は会員増強及び拡大月間です－

4つのテスト
　　岩元　義春　会員

  CLUB BULLETIN
　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

ロータリー :変化をもたらす

2 日目  9：30 上新石材店見学
 10：30 旧本多邸見学
 13：00 岡崎・いわき剣道合同錬成会
  （岡崎運動公園武道館）
3日目 10：00 自然体験、バーベキュー（三河大島）
 18：00 岡崎市花火大会
4日目 10：00 抹茶体験（岡崎公園城南亭）
 11：00 八丁味噌工場見学（カクキュー）
　この 4日間を通して、様々な体験ができ、とても
勉強になりましたプロジェクトのタイトル通り思い
きり遊んできました。引率して下さった斉藤さんを
はじめ、勿来ロータリークラブのご支援、ご協力本
当にありがとうございました。
◎会員卓話－冨澤藤利会員

　　会員増強について
①　クレハは 70 年間以上主力事業
所が、いわき勿来地区に立地し、
地域の方々にお世話になっている。
②　クレハ現役時代は、レスポンシ
　ブルケアー（Responsible Care）
活動の総括責任者としての役割も果

たしてきた。・防災／安全　・労働安全　・環境対
応　・製品安全　・企業の社会的責任（クレハの
実例）
　病院活動　老人介護施設　集会所建設　地域活
動支援等

③　45 年勤務したクレハを 70 才で卒業後、その後の
生かされている間の生き方・生き様を考察するた
めに、「自分のルーツ」についての調査を開始する
と共に、頭の体操としての「もの書き」を楽しん
でいる。

④　クレハで働いたことは、振り返ればレスポンシ
ブルケアー活動のクレハグループ全体の総括責任
者を務めることであり、ロータリークラブ活動の
奉仕の理念を実践することでもあった。

★クレハの経営に参画し、長年に亘り海外への事業
展開の総括責任者として活動してきた結果、定年
後の自分の課業は、更に多くの人達から感謝され
ることを実践してゆこう・「地域への恩返し」をと
いう思いに至った。

★クレハの現役時代の活動（あるべき姿への挑戦）
①　クレハの概要
・グループ会社の家族を含めた人数約 10,000 人
・連結子会社　34 社
この企業体のリーダーとして、クレハを牽引し
てきた

②　従業員をハッピーにするために（世界的企業を
　目指して）
・会社の風土改革・マーケットインへ
・世界トップレベルの技術力・グローバル化への対応
・マスプロ製品からスペシャリティ製品へ
★会員数の増強（56 ＋ 3 ＝ 59 人）に向って
①　会員増強は、会社の新入社員採用と同じ、これが
　出来なければ会社は衰退する
②　いいロータリークラブより、強いロータリーク
ラブを目指して地域の期待に応える。成熟しきっ
たクラブより、会員増強が継続して行われ、発展・
成長が見込まれる活力あるクラブ
③　クラブ活動の見える化／認知度向上（外部からの）
ＪＲ植田駅前（ロゴマーク 4ヶ所）の事例は好例

④　会員数増強は総力戦で
　過去 10 年間で最多人数 6人を推薦した会員であ
る鈴木修一郎会員から学ぶこと
⑤　毎月の理事会での「第一議題」は会員増強
⑥　年会費の見直し（例会回数、食費代等の見直し）

で乗り合せして出席致しました。渡邉パストガバナー
は研修委員長として出席しましたのでセミナーに出
席したのは私1人です。青少年交換学生、ライラ、ロー
ターアクト、インターアクトの発表がありました。
ローターアクトは 7クラブあり、4クラブは 15 名未
満になっています。各ロータリークラブでもローター
アクトを設立し、最大限の援助をして欲しいという
ことでした。その為にインターアクトの充実が不可
欠というお話でした。来週の例会に磐農インターア
クトクラブの生徒さんと先生が発表に来る予定です
ので宜しくお願いします。
◎新入会員挨拶　   東邦銀行　植田支店

支店長　渡邉　貴志 様
　皆様、こんにちは。東邦銀行植田
支店長の渡邉です。私は 8月 4 日に
本部の法人営業部から移動して参り
ました。出身は郡山ですがいわきの
勤務は 2度目になります。今後ロー
タリーの精神にもとづき一生懸命活

動して行きた
いと思います
ので諸先輩方
のご指導宜し
くお願いしま
す。
◎ポール・ハリス・フェロー表彰状授与
　ポール・ハリス
・フェローの表彰
状が届いておりま
す。荒川義次会員、
川口登志雄会員前
の方へどうぞ。お
めでとうございま
す。
◎「福島のみんな！あそびにおいでんプロ
ジェクト」報告

勿来剣道スポーツ少年団長　
岡田　清和 様

　皆さん、こんにちは。このように
御礼の場をいただき本当にありがと
うございます。子ども達が夏休み中
に経験出来ない岡崎の歴史、伝統、
文化を体験し岡崎南ＲＣの会長さん

に大変お世話になりました。子ども達も伸び伸び楽
しく行って来ることが出来ました。我々も奉仕の精
神で育成、活動に取り組んでいるところです。皆様
には本当にお世話になりありがとうございます。
勿来剣道スポーツ少年団保護者代表　吉田　義美 様

　保護者代表で参加した吉田です。
今年で当少年団が参加して 4回目と
なります。震災後支援も先細りに
なっている中、勿来ロータリークラ
ブさんの変わらぬご支援に感謝申し
上げます。
錦中学校 3年　吉田　脩真 様

　平成 29 年 8月 3日㈭から 8月 6日
㈰まで、愛知県岡崎市にて「福島の
みんな！あそびにおいでんプロジェ
クト」に小中学生合わせて 15 名と
引率の先生方 4 名の合計 19 名で参
加してきました。

1日目 15：30 浅井さんの「家康公の平和思想」につ
  いてのお話（グローバルスタディスカフェ）
 19：00 岡崎市立美合小図書館ボランティア
  「こあらグループ」のお楽しみ会


