
・先日、鮫川河川敷さんへ職業奉仕委員会より草刈機
2台を贈呈致しました。
・東京江戸川ロータリークラブから週報が届いていま
す。また、来週 11 月 1 日㈬に東京江戸川ロータリー
クラブさんより 8名の方が双葉町役場に来訪されテ
レビ等を寄贈されます。当クラブからも 10 名贈呈
式に出席してミドリに戻り通常例会を行います。事
務局の金成さんの方ではメーキャップカード作成を
お願いします。
・いわき平東ロータリークラブから 11 月プログラム、
国際ロータリーガバナーエレクト事務所から事務所
開設のご案内が届いております。
・11 月 8 日㈬の例会は移動例会です。場所はエリエー
ルプロダクト㈱ですが現在参加申し込みが 23 名と
なっています。まだ申し込みをされていない方は職
業奉仕委員会斉藤副委員長に直接申し込みをお願い
致します。
・10 月 28 日㈯新舞子海岸で苗木の植樹を行います。
・10 月 28 日㈯ガバナー補佐研修があり 11 月と 12 月
の計3回行われます。髙萩会員宜しくお願いします。
・11 月 5 日㈰に職業奉仕セミナーが郡山ユラックス
熱海 2階大会議室で行われます。斉藤会員宜しくお
願いします。
・10 月 21 日㈯にマイロータリーの勉強会がありまし
た。講師は鈴木雅之ＩＴ委員長で佐藤政司会長が出
席しました。
・11 月 15 日㈬に午後 6 時 30 分からいわやにおいて

◎会長報告－佐藤政司会長
　皆さん、こんにちは。地区大会が終ると出席率が
いつも悪くなりますが本日はご出席いただきありが
とうございました。早速会長報告ですが 9月下旬に
佐久間裕一会員から退会要望があり、10 月 4 日の理
事会で承認され 56 名から 55 名に減となりました。
また、パスト会長会議については来週にも開催した
いと思いますのでＦＡＸでご案内を送信致します。
是非ご出席をお願い致します。最近は季節がおかし
く台風が来たり気温の落差があったり大変ですので、
体調に十分気を付けて下さい。宜しくお願いします。

◎幹事報告－小熊　東幹事
・本日はクラブフォーラムとして地区大会報告を会
長・幹事で行いたいと思います。宜しくお願いしま
す。
・本日例会前の 11 時 30 分過ぎ頃に吉野正芳代議士が
挨拶に来訪されました。

・いわき平ロータリークラブから 11 月のプログラム、
週報が届いております。いわき平中央ロータリーク
ラブからもプログラムが届いております。
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出席状況 正会員数　　　　　   55 名　　　　本日出席会員数　　　　　   40 名
 本日の出席率　　   78.43％　　　　
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ロータリーソング　我等の生業
－今月は経済と地域社会の発展・米山月間です－

4つのテスト
　　富岡　幸広　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

新入会員セミナーが開催されます。会長、幹事、新
会員の出席となります。
・11 月 29 日㈬午後 6 時 30 分からの例会はクラブ総
会です。次期役員選出になります。
・11 月 25 日㈯は財団セミナーが開催予定です。

◎各委員会報告
◇出席委員会－小熊幹事
　本日の出席状況は前頁下記の通りです。

◇スマイルボックス委員会－鈴木敏広副委員長
・地区大会ご苦労様でした。皆様
お身体ご自愛ください。
鈴木（雅）、鈴木敏広、岩元、生
駒、鈴木（修）、渡邉（國）、後藤、
富岡、清水、渡邉（貴）、髙萩、

押田、赤津（善）、関川、渡邉（公）、星、久野、林、
今泉各会員及び佐藤政司会長、鈴村会長エレクト、
小熊幹事、嵐副幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。

佐藤智子（のりこ）会員
・ゴルフ愛好会優勝しました。　　　　　　岩元会員
・前回休んでごめんなさい。　　　　　　越田和会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　大平会員

◎クラブフォーラム（地区大会報告）
会　長　佐藤　政司

　21 日にラトブの 6階でマイロー
タリーのＩＴの勉強会がありまし
た。鈴木雅之ＩＴ委員長がいまし
たので私が出席し勉強して参りま
した。開いて見るといわき勿来

ロータリークラブの人員、年齢、構成等が全部一覧
で出ています。いかに会員の高年齢化が当クラブで
も進んでいるかがわかります。これは全国的な話で
すが、公共イメージを良くしようとかいうのも日本
のクラブが高年齢化している為で、やはり新しい会
員に入会してもらう手続きを早急にしなければいけ
ないと感じました。ですので 40 代、50 代の新会員を
集めなければと思っております。地区大会 14 日は 13
時 30 分から会長・幹事会の登録が始まり、大会決議
第 1号から第 11 号まで承認されました。特に第 8号
決議 2020 － 21 年度ガバナー選出に「指名委員会の
手続き」を採用する件。ガバナーをスムーズに決め
る為になったものと思います。第 11 号決議で、2018
－ 19 年度地区大会は、会津若松市「会津風雅堂」に
2018 年度 11 月 23 日（金・祝）、24 日㈯に開催する
ことが決まりました。それから 14 時 20 分から地区
指導者育成セミナーテーマ「ロータリーの今日的課
題」鈴木秀憲先生の公共イメージの推進の講演があ

りました。「ロータリーの最も新しいメッセージと公
共イメージキャンペーンを生むきっかけとなった最
近の市場を理解する。」「何故公共イメージか。」「ロー
タリーのコミュニケーション活動を高めるための、
新しい公共イメージ関連リソースの活用について学
ぶ。」「公共イメージのみらず、ロータリーの有益な
資料を活用する。」「地区公共イメージ委員長に求め
られる資格とスキルを特定し、効果的な公共イメー
ジ向上チームを任命することについて学ぶ。」「適材
適所で組織づくりをする。」以上が研修目的です。会
員増強、パートナーシップと地元からの支援、会員
の積極性が向上すると可視性が高まる。公共イメー
ジの重要性を鈴木先生は語られておりました。17 時
からは水野功ＲＩ会長代理ご夫妻の歓迎晩餐会があ
り、アトラクション、乾杯「手に手つないで」、閉会
のことばで終了しました。2日目 15 日は 8 時大会本
会議登録、9時30分開会点鐘、10時45分大会委員報告、
ＲＩ現状報告、地区現状報告があり、11 時 20 分各種
表彰、12 時 50 分からソムリエの田崎真也さんの記念
講演がありテーマが「サービスの極意」ということ
で、田崎さんの学生時代の勉強に対する集中力と決
断力は普通の人にはまね出来ません。だから 1995 年
5 月世界ソムリエコンクールに優勝できたのだと思い
ます。地区大会から帰って 18 時 30 分から 19 名参加
で慰労会をホテルアクセスで行いました。大変ご苦
労様でした。

幹　事　小熊　　東
　地区大会には第 2530 地区 2,373
名の会員の内 1,070 名余りの参加
で行われました。ロータリーとは
なに？というお話がいろいろ出て
参りました。当クラブでも会員増

強に力を入れていますが騒いでみても入会者が増え
ません。理事会や皆様のご意見をいただいて進めた
いと思います。私達がオレンジのジャンパーを着て
駅前清掃活動を行っておりますがあまりＰＲになっ
ていません。鈴木秀憲さんもお話されていましたが
マイロータリーを開かないと皆が考えていることが
わからない。ロータリークラブが今までやってきた
ことを宣伝しなければならない。活動をもっとＰＲ
しなければならない。そこで我々の仲間になりませ
んか。そう言うことで会員が増えるかもしれません。
次の世代を入会させることでいわき勿来ロータリー
クラブという名前と団体がいつまでも活躍出来るよ
うにすればと思います。


