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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 2716 回

例 会

ゲスト

平成 29 年 12 月 6 日 ( 水・晴 )

君が代

第 2530 地区ガバナーエレクト

平井

義郎 様

前いわき分区ガバナー補佐

ロータリーの目的

佐藤

政司会長

−今月は疫病予防と治療月間です−

また、クリスマス家族例会が来週 12 月 13 日㈬や
またまやにおいて 18 時から開催されます。会員、ご
家族合計 73 名の参加になっております。当日バザー
を行います。品物の受付をしておりますので当日会
場にご持参下さい。ご協力宜しくお願いします。

◇ロータリー財団委員会−赤津善宣小委員長
11 月 25 日㈯にロータリー財団セ
ミナーに参加して参りました。29
日㈬に報告しようかと思いました
がクラブ総会でしたので今日にな
りました。財団セミナーは福島県
農業総合センター多目的ホールで
行われました。本日お見えになっている平井ガバナー
エレクトには大変お世話になりました。ありがとう
ございました。13 時 30 分開会し 17 時まで勉強して
参りました。そしていただいてきた物があります。
このバナーは 2016 − 17 年度のクラブバナーの表彰

遠藤希和子 様
◎会長報告−佐藤政司会長

◇スマイルボックス委員会−富岡幸広委員

皆さん、こんにちは。まず、本
日のお客様をご紹介致します。第
2530 地区ガバナーエレクト平井義
郎様がご来訪されております。宜
しくお願い申し上げます。それか
ら前年度いわき分区ガバナー補佐
をされた遠藤希子様も来訪されております。次年度
は当クラブからガバナー補佐が出ることになってお
りますので宜しくお願いします。今年は暖冬と言わ
れているわりに雪が降ることが多いです。私のお客
様で早目に冬用のスタッドレスタイヤに交換し、雨
で滑って事故を起してしまいましたので皆さんも十
分雨の時には車間をあけて気を付けて下さい。寒く
なったりしますので体にご自愛して下さい。11 月 25
日㈯、ロータリー財団セミナーに鈴村会長エレクト
と赤津善宣小委員長の 2 名が出席致しました。12 月
3 日㈰平井ガバナーエレクトの事務所開設披露式に髙
萩会員が出席致しました。12 月 2 日㈯鮫川河川敷管
理運営協議会の 20 周年記念祝賀会に鈴村会長エレク
トに出席していただきました。今日はいろいろあり
ますので私から以上で終ります。宜しくお願いします。

・第 2530 地区ガバナーエレクト平
井義郎様並びに直前ガバナー補佐
遠藤希和子様の来訪を歓迎して。
富岡、髙萩、冨澤、髙木、後藤、
押田、生駒、赤津（善）
、渡邉（公）
、
荒川清、矢代、清水、渡邉（國）
、
星、関川、高橋、蛭田、渡邉（貴）、木村、橋本、藤田、
越田和、久野、林、佐藤（英）
、今泉、鈴木（修）
、
山下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、嵐副幹事
・本日いわき勿来ロータリークラブを訪問させていた
だきます。
第 2530 地区ガバナーエレクト 平井 義郎 様
・お邪魔させていただきます。
遠藤希和子様、土田 敏子様
・誕生祝ありがとうございました。藤田、矢代各会員
・本日早退ごめんなさい。 斉藤会員、佐藤政司会長
・前回休んでごめんなさい。
越田和、赤津（和）
、佐藤（英）各会長

◎幹事報告−小熊

東幹事

・本日例会終了後理事会がございま
すので宜しくお願いします。
・いわき平中央ロータリークラブより
週報、いわき内郷ロータリークラブ
からは年次計画書
と週報が届いてい
ますので回覧中です。

◇親睦活動委員会−蛭田剛小委員長
親睦活動委員会から今月誕生月
の方へ誕生祝を差し上げたいと思
います。名前を呼びますので前の
方へどうぞ。矢代会員、藤田会員、
関川会員おめでとうございます。

◎各委員会報告
◇出席委員会−藤田紀夫副委員長
本日の出席状況は下記の通りです。

出席状況

正会員数
本日の出席率

55 名
85.19％

本日出席会員数

46 名

をもって感謝のしるしとしますということで内容は
100 パーセントロータリー財団寄付クラブの証明バ
ナーです。ひとり当り平均寄付 100 ドルに達したク
ラブ、世界で 4,136 クラブがこの認証資格を得たとい
うことで当クラブは優秀です。これからも財団には
このようにご寄付をお願いします。また、社会奉仕
になるようなプロジェクトを申請していただき、鈴
村年度に事業としてお金を使うことになります。ご
協力宜しくお願いします。

◎ガバナーエレクト事務所開設へ参加
−鈴村会長エレクト
皆さん、こんにちは。エレクト
よ り 2 点 報 告 が あ り ま す。 ま ず、
12 月 2 日㈯午後 5 時から鮫川河川
敷管理運営協議会の 20 周年記念祝
賀会が行われました。草刈機を贈
呈した関係で勿来ロータリークラ
ブさんも招待したいということで出席致しました。
ボランティアで運営していますのでロータリーでも
極力応援したいと感じました。次に 12 月 3 日㈰にガ
バナーエレクト事務所開設披露式があり平井義郎ガ
バナーエレクト国際協議会壮行会が行われました。
当クラブから渡邉公平パストガバナーと次期ガバ
ナー補佐髙萩勝利会員と地区委員鈴木雅之会員とエ
レクトの私の 4 名で出席して参りました。

◎前ガバナー補佐挨拶−遠藤希和子様
皆さん、こんにちは。前年度は皆様のご協力ご支

援をいただき何とか無事にガバナー
補佐を務めることが出来ました。心
より感謝申し上げます。3 日㈰に平
井ガバナーエレクト事務所開設披露
式に出席し、次の日パストガバナー
の渡邉公平さんよりお電話をいただ
きました。平井ガバナーエレクトのお話があるので
水曜日空いてますかというお電話でした。今日はそ
んな理由でお邪魔致しました。このような機会を与
えていただきありがとうございました。前年度は本
当にお世話になりました。

◎ゲスト卓話
第 2530 地区ガバナーエレクト

平井 義郎 様
皆さん、こんにちは。福島中央
ロータリークラブの平井と申しま
す。職業分類はコンピュータ販売・
システム開発をしています。生ま
れは昭和 25 年、67 歳です。8 月にいわき勿来さんよ
りスピーチをして欲しいとお願いをいただいており
ました。先日次年度の方針と取組みについての話を
することになりましたので、今自分が考えているこ
とを少し述べさせていただきたいと思います。国際
協議会でＲＩ会長方針が出てこないと地区の方針も
固まりません。自分なりの考えを話したいと思いま
す。次年度の組織を現在構築中ですが重点的に考え
なければいけないことや力を入れなければならない
ことがあります。日本のロータリーの場合いろいろ
な問題を抱えています。少しずつ良くはなっていま
すが会員の減少、いろいろな指導、リーダー、ガバ
ナー、ガバナー補佐の成り手が少なく決まらないと
いった状況になっています。国際ロータリーでは、
ロータリーに対する基本的な考え方や勉強というも
のをもっとやろうということで進んでいます。これ
は体制的にも仕組み的にもＲＩでは作り始めていて
それがなかなか各地区各クラブまで落ちてこない、
実践できていないのが現状です。会員増強というと
またかと思われるでしょうが会員増強よりは後継者
の確保の面から見ていく必要があります。マイロー
タリーに生年月日を入れていただき自分のクラブの
年齢構成がどうなっているのか見るとわかります。
一般的には 60 代が圧倒的に多く、次に 70 代、そし
て 50 代、40 代、30 代はほとんど少ない。これを 10
年後に置き換えると今よりパワーダウンするのは目
に見えています。若い人達に全面に出ていただき活
躍する場を作る。するとクラブに対する意識や分区、
地区に対する意識も高まり、自分の仲間も連れてこ
ようとなり増えていくであろうと思われます。30 代、
40 代の方が自分の交際範囲の中で増やしていくのが
1 番効率も良いと思います。40 代、50 代の方にクラ
ブの為に増強していく気持ちを植え付けさせる意味
でもクラブ、分区、地区での役職を早く経験してい
ただき自分の仲間を増やす方向に動いてもらうこと
が必要だと考えます。

