・前回休んでごめんなさい。
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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 2712 回
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◎会長報告−佐藤政司会長
皆さん、こんにちは。本日午前 10
時 45 分から東京江戸川ロータリー
クラブの皆様が双葉町役場にお見え
になり復興支援として、災害公営住
宅に寄贈する電化製品の贈呈式を行
いました。それでは、東京江戸川ロー
タリークラブの皆様をご紹介致します。ガバナー補
佐の山本和夫様、会長の森田知行様、会長エレクト
の西川昭雄様、いわき勿来担当委員会委員長岡本紀
雄様、いわき勿来担当委員会副委員長横山厳様、パ
スト会長須賀雅文様、世界社会奉仕委員長関口眞司
様、幹事の稲山雄一様以上 8 名の皆様です。東京江
戸川ロータリークラブの皆様と当クラブの 10 名で双
葉町庁舎へ伺い贈呈式を行って参りました。それか
ら吉野文敏会員へ東京江戸川ロータリークラブ様か
ら御供物代をいただきましたので後程お届け致しま
す。本当にありがとうございました。それと会長報
告として 28 日㈯にいわき海岸植樹プロジェクトに参
加して参りました。各クラブより 2 名参加というこ
とで新舞子は四倉に近く新舞子海岸へ行って来まし
た。津波で被害を受けた場所に植林をして参りまし
た。場所が大変広くなかなか場所を見つけることが
出来ませんでしたので目印的な旗でも立ててあれば
目立って良かったと感じました。参加者はロータリ
アン以外も大勢参加しておりました。今日は内容が
濃いので以上で終ります。

◎幹事報告−小熊

東幹事

・今月のロータリーレートは 1 ドル
114 円になっています。
・マイロータリーアカウント登録方法
もメールで届いております。パキオ
だよりもメールで届いております。

出席状況

正会員数
本日の出席率

55 名
80.77％

平成 29 年 11 月 1 日 ( 水・晴 )

君が代
ロータリーの目的

佐藤

政司会長

−今月はロータリー財団月間です−

・いわき障害学習推進本部からいわき市障害学習推進
計画に係わる関連事業調査依頼のメールが届いてお
ります。
・岡崎南ロータリークラブより週報が届いており回覧
中です。
・11 月 5 日㈰に職業奉仕セミナーが郡山ユラックス
で斉藤会員と渡邉公平パストガバナー出席で開催さ
れます。
・11 月 8 日は職場例会でエリエールプロダクト㈱へ
訪問予定になっています。
・11 月 15 日 18 時 30 分からいわやで新会員セミナー
が行われます。会長以下新会員がセミナーを受ける
ことになります。
・11 月 25 日㈯ロータリー財団セミナーが開催され、
渡邉公平パストガバナー、鈴村会長エレクト、赤津
財団小委員長が出席予定です。

◎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。

◇スマイルボックス委員会
−富岡幸広委員
・東京江戸川ロータリークラブ御一
行様の来訪を歓迎して。富岡、
岩元、
清水、鈴木（修）
、川口、押田、渡
邉（國）
、冨澤、高田、赤津（善）、
渡邉（公）
、蛭田、後藤、藤田、斉藤、
渡邉（貴）
、根本、影山、星、越田和、今泉、髙萩、
大平各会員及び佐藤政司会長、木幡副会長、鈴村会
長エレクト、小熊幹事
・本日は大勢でお邪魔致します。
東京江戸川ロータリークラブ様
・本日早退ごめんなさい。
鈴木敏、荒川清各会員

本日出席会員数

42 名

田子会員、木幡副会長

◇親睦活動委員会−蛭田剛小委員長
親睦活動委員会より 11 月誕生月
の方を発表致します。後藤会員前の
方へどうぞ。
おめでとう
ございます。

会長エレクト

西川

昭雄 様

今年会長エレクトの西川です。勿
来クラブさんへは社会奉仕の時と昨
年の記念例会、今回と 3 回目になり
ます。私のクラブは来年 55 周年に
なります。姉妹クラブの皆様へは是
非お越しいただきたいと思っております。今後も仲
良く宜しくお願いします。

いわき勿来担当副委員長

横山
◇職業奉仕委員会−斉藤隆副委員長
皆さん、こんにちは。来週水曜日
11 月 8 日は移動例会です。会員の皆
様より返信が 40 名あり、出席が 20
名になっております。マイクロバス
と乗用車でエリエールプロダクト㈱
さんへ移動する予定です。ミドリを
12 時 40 分から 45 分に出発し、1 時より工場見学と
説明を 40 分程度聞き終了したいと思います。それと
10 月 14 日鮫川河川敷において当クラブの渡邉公平会
員と鈴木雅之会員から肩掛けの草刈機 2 台を贈呈し
ていただきました。また、勿来グラウンドへベンチ 2
台を職業奉仕委員会から贈呈することになっており
ます。ロータリアンと共に鮫川河川敷管理運営委員
会会長も務めておりますので草刈機の御礼を述べさ
せていただきます。現在パークゴルフ場が完成して
12 月 2 日オープンを予定しています。その時 20 周年
記念も合わせてやまたまやさんで行いますのでロー
タリーさんにも案内が届くと思います。今後もご支
援、ご協力よろしくお願い申し上げます。

◎東京江戸川ロータリークラブ御来賓挨拶
東分区ガバナー補佐 山本 和夫 様
東分区ガバナー補佐の山本です。
東分区は 15 クラブあります。4 回は
各クラブ訪問となっており 60 日はク
ラブを回っています。今週月曜日に
は分区のＩＭが無事終了しました。
今回の支援は災害公営住宅と集会場が出来るが集会
場の備品が無いと聞き 70 インチのテレビなどを寄贈
させていただきまし
た。出来る限り支援
を仲間達と続けて行
きたいと思っており
ますので宜しくお願
いします。

会

長

森田

知行 様

今年度会長の森田です。勿来ロー
タリークラブさんには何度も訪問さ
せていただいておりますがお顔を見
ると安心いたします。私達も何か復
興支援に協力していかなければとい
う気持ちで一杯です。今年も地区補助金をいただき
まして高齢の方に楽しく過ごしていただきたいと思
い集会場に大きなテレビを寄贈させていただきまし
た。3 年前にも学校へオイルヒーターを 2 台と大型コ
ピー機を寄贈させていただきました。今後も少しで
もご協力できればと思っております。

厳 様

遠野町に工場をつくらせていただ
き 37 年位になります。地元クレハ
化学さんにも昔からお世話になって
おります。そんな関係で地震の後当
時の会長から話が出て当然勿来に限るとなり勿来ク
ラブさんと仲良くさせていただいているということ
になります。私の工場では自動で動くバルブを作っ
ており特殊な製品です。今後共宜しくお願いします。

いわき勿来担当委員長

岡本

紀雄 様

担当委員長を 2 回目になります岡
本です。第 38 代会長を務めまして、
70 歳になりゴルフも 58 がやっとで
す。来年 4 月の桜の季節にまたお誘
いをいただき桜の宮でやりたいと思っています。今
後共宜しくお願いします。

パスト会長

須賀

雅文 様

第 52 代会長を務めさせていただ
きました須賀です。勿来クラブさん
には何度も伺っていますが近くの四
時川の鮎の梁に行く予定になって
います。亡くなった吉野さんの話を
そこでしようかと思っています。ありがとうござい
ました。

世界社会奉仕委員長

関口

眞司 様

今回はＷＣＳということで私は国
内より外国が得意ですので 2 回程消
防車を外国に送って今回 3 回目の準
備中です。先輩方に国内に奉仕活動
があるからよく見て下さいと言われお邪魔致しまし
た。大変勉強になりました。

幹

事

稲山

雄一 様

幹事の稲山と申します。東京江戸
川ロータリークラブは現在会員 45
名で平均年齢が 69 歳です。勿来ク
ラブさんの会員の方を拝見しました
ら若い方もいらして私と同世代の方
もいるのかなと思いました。私が江戸川で最少年で
すので末長くお付き合いを宜しくお願い致します。

