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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 2705 回

例 会

ゲスト

び佐藤政司会長、鈴村会長エレクト、木幡副会長、
小熊幹事
・誕生祝ありがとうございました。
生駒、冨澤、櫛田、髙瀬各会員
・前回休んでごめんなさい。越田和、田子、矢代各会員

◇親睦活動委員会−蛭田剛小委員長
こんにちは。親睦活動委員会よ
り今月誕生日の会員を発表致しま
す。櫛田会員、髙瀬会員、生駒会
員、冨澤会員前の方へどうぞ。お
めでとうございます。

平成 29 年 9 月 6 日 ( 水・雨 )
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◎会長報告−佐藤政司会長
皆さん、こんにちは。まず、初

ロータリの目的

佐藤

◎磐城農業高等学校インターアクトクラブ報告
福島県立磐城農業高等学校
インターアクトクラブ
佐藤 智子 先生
鈴木 優香さん（3 年）
浅野 七海さん（2 年）
会田 美月さん（1 年）
本日は勿来ロータリークラブの例会にお招きいた

政司会長

だきましてありがとうございます。今回私達は 2016
年− 2017 年度国際ロータリー第 2530 地区インター

−今月は基本的教育と識字向上月間です−

アクトクラブリーダー研修会と第 24 回インターアク
トクラブ年次大会に参加して来ました。そこで学ん
・国際奉仕委員会セミナーが10月15日㈰に行われます。
清水委員長、渡邉公平パストガバナー、私で出席致

9 月 10 日㈰ 18 時 30 分より勿来温泉「関の湯」で

だことや活動内容をご報告したいと思います。開催
日は 6 月 13 日㈫サンライズ本宮で行われインターア

めにお客様のご紹介をします。磐
城農業高等学校インターアクトク

します。
・ガバナーよりガバナー公式訪問の御礼状が届いてお

観月家族例会を開催致します。当日市長選挙と重な
り例年より低い出席率で 28 名参加で行います。バ

クト入門、リーダーの資質とは、共通言語を使いこ
なし、分科会①ボランティアについて深く語ろう、

ラブ顧問の佐藤智子先生と生徒の
皆さん 3 名です。今日は年次大会

ります。
・いわき四倉ロータリークラブより年次計画書が届い

スはホテルミドリを 16 時出発で出します。バスを
利用される方は遅れないようにお集まり下さい。

地域で共に生き支え合う為にあなたが出来る事、分
科会②福祉と介護についてやってみよう介護、分科

やリーダー研修会の報告を後程し
ていただく予定です。宜しくお願いします。また次

ております。
・バキオ便りが基金より届いています。

◇クラブ奉仕委員会−鈴村正人会長エレクト
先日 9 月 3 日㈰に郡山商工会議

会③外国人から見た福島の魅力、以上の日程で行い
ました。インターアクトクラブとは世界に友達に拡

の日曜日は勿来温泉「関の湯」で観月家族例会が開
催されます。そして同日 9 月 10 日はいわき市長選挙

・いわき経済同友会からいわき 18 号が届いており回
覧中です。

所おきましてクラブ奉仕委員会の
セミナーに参加して参りました。

げながらボランティア精神と国際感覚を身に付ける
ことが出来ます。12 歳から 18 歳の中・高生が所属し

の投票日でもあります。18 歳以上の方は投票所へ行っ
て下さい。10 日に観月家族例会がありますので来週

・いわき平東ロータリークラブより記念誌、最後の頁
に勿来ロータリークラブ広告掲載で福島民報社より

私と冨澤直前会長が出席し、地区
委員として髙萩会員、渡邉公平パ

195 か国にインターアクトクラブがあります。20,372
のインターアクトクラブ数があり 468,556 人のイン

の例会は休会となります。また、9 月 3 日㈰にクラ
ブ奉仕委員会セミナーが郡山商工会議所で 150 名参

名前が載っています。
・9 月 10 日㈰は観月家族例会です。勿来温泉関の湯

ストガバナーの 4 名で行って来ま
した。地区委員が 28 名、各クラブから 135 名の参

ターアクターがいます。イン
ターアクトで出来る事は学校

加で開催されました。当クラブからは冨澤直前会長、
鈴村会長エレクト、高萩地区委員、渡邉公平パスト

で開催されますがその為 13 日の例会は休会です。2
週目に差し上げておりました出席奨励賞がお渡し出

加で開催され、講演で「公共イメージ向上と会員増
強について」話がありました。また、当地区の現況

や地元地域でボランティア活
動をすることや異文化につい

ガバナーが出席し、冨澤直前会長が会員増強の講話
を行いました。大変ご苦労様でした。それから新聞

来ませんので 20 日に 4 名の方へお渡し致します。
宜しくお願いします。

と課題の話もございました。昨年は 215 名の入会、
228 名の退会で 13 名減という結果でショックな報告

て学び国際親善に貢献するこ
と、リーダーシップを発揮

もありました。各分区の取組みの実例ということで
いわき分区を代表し当クラブの冨澤会員増強副委員

すること、世界中に友達を作
る等があります。年次大会は

長が発表しました。

◎ポール・ハリス・フェロー表彰状とバッチ授与

磐梯青少年交流の家で 8 月 9 日、
10 日に行われました。1 日目

越田和会員へポール・ハリス・フェローの表彰状
とバッチが届いておりますので前の方へどうぞ。

に講演「水と環境」体験活動
防災炊飯について学ぼうでし

を見て思いましたが北朝鮮の核、ミサイル等危ない
話題の中で、良い話としてホンダジェットが 2017 年
度上半期小型機分野でシェア世界一になりました。
わずか 2 年です。これはホンダ自動車の創業者本田
宗一郎の夢でやっと実現することが出来ました。自
動車だけではなく、ジェット機まで作ってしまいま
した。「他人のまねはするな」業界の常識を履した
ジェット機です。日本も個人の自家
用ジェット機が売れる社会になれば
良いなと思います。以上です。

◎幹事報告−小熊

東幹事

・今月のロータリーレートは 109 円

正会員数
本日の出席率

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
−久野裕紀委員

た。2 日目にはアイスブレーク、
体験活動五色沼の散策、自然

・磐城農業高等学校インターアク
トクラブ様を歓迎して。
荒川（義）
、生駒、岩元、後藤、
渡邉（公）、髙萩、越田和、山下、

と生きるの意見交換とまとめ
の日程で行いました。猪苗代

久 野、 星、 関 川、 木 村、 藤 田、
大平、斉藤、渡邉（貴）、渡邉（國）、荒川清、清水、

湖の水質や周囲の環境につい
て勉強しました。2 日目のア

赤津（善）、川口、蛭田、鈴木（修）
、今泉各会員及

となっております。

出席状況

◎各委員会報告
◇出席委員会
−大平伸人小委員長

56 名
82.69％

本日出席会員数

43 名

◎米山功労者表彰状とバッチ授与
本間会員へＲＩより米山功労者の賞状とバッチが
届いております。前の方へどうぞ。

イスブレークでは他校生とと
てもに仲良くなることが出来
ました。

