
斉藤、蛭田、木村、今泉、押田、星、大平、渡邉（公）、
川口、越田和、鈴木（雅）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
・出席奨励賞ありがとうございました。　　櫛田会員
・前回欠席ごめんなさい。

橋本、根本、越田和各会員

◎クラブフォーラム（中間報告）
会長　佐藤　政司

　7月 5日（2698 回）例会から 12 月 20 日（2718 回）
例会まであっという間に過ぎてしまいました。ここ
まで無事に出来たのは小熊幹事始め、役員、理事、
会員の協力のお蔭だと大変感謝しています。8月 9日
の鈴木邦典ガバナー公式訪問までに 2017 － 18 年度
計画書、2016 － 17 年度年次報告書作成が間に合い良
かったと思います。イアンＨＳ・ライズリー国際ロー
タリー会長の「変化をもたらす」の一環としてクラ
ブ定款の変更で例会を 9回減らしました。計画時点
では、どうしても前年度踏襲主義になりそうになっ
た時、冨澤前会長の助言で決断しました。また、もっ
と夜の例会を増やしたかったです。日本以外は圧倒
的に夜の例会が多い為です。今年は、9月 10 日観月
家族会の時に市長選挙があり、10 月 15 日白河地区大
会の時には衆議院の選挙が 10 月 22 日だったので参
加者が少し減りました。公共イメージと認知向上に
ついて、10 月 28 日いわき平ロータリークラブの「海
岸林再生活動」植林事業にいわき分区も協賛し、い
わき勿来ロータリークラブも出席しました。一番苦
労したのは人事で副会長といわき分区ガバナー補佐

◎会長報告－佐藤政司会長
　皆さん、こんにちは。まず、始めに元会員の峯口
さんが 1月 30 日に逝去されました。告別式等につい
てはまだ分っていません。ご冥福をお祈りしたいと
思います。今年は特に寒い冬で雪もたびたび降って
いますので、皆さんも体にご自愛下さい。そして元
気に例会に出席いただけるようお願い申し上げます。
来月韓国で平昌オリンピックも開催されます。注目
は高梨選手ですが連勝記録もストップしてしまい頑
張って欲しいと思います。私の年度も半年が過ぎま
した。新たな気持ちでやりたいと思いますので宜し
くお願いします。
◎幹事報告－小熊　東幹事
・いわき桜ロータリークラブより週報、いわき平東
ロータリークラブより 2 月のプログラム、ロータ
リー財団より寄付領収証、2016 － 17 年度国際ロー
タリーの地区要覧が届いており只今回覧中です。ご
一読下さい。
・先程私から 2月 24 日のＩＭ出席者の方にバスを利
用するかの文書の回収をしました。分区の幹事さん
に確認したところ、まだバスの時間が確定しないと
いうことですので後日私から電話連絡をしたいと思
います。
◎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－髙木孝道小委員長
・本日はクラブフォーラム（中間報告）です。後半も
宜しくお願いします。冨澤、髙木、山下、吉野、後藤、
生駒、渡邉（國）、髙萩、赤津（善）、荒川（義）、清水、
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出席状況 正会員数　　　　　   56 名　　　　本日出席会員数　　　　　   40 名
 本日の出席率　　   80.00％　　　　
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ロータリーソング　我等の生業
－今月は職業奉仕月間です－

4つのテスト
　　根本　克頼　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

充実に努めております。
クラブ会報委員会小委員長　今泉　敏徳

　毎週皆様にお配りしているクラブ会報の制作をし
ています。報告の資料、卓話の資料などがありまし
たらご協力をお願いします。今後会報の在り方を検
討したいと思います。

雑誌広報委員会小委員長　高田　　暁
　「ロータリーの友」誌を通してロータリークラブの
目的と活動内容を理解してもらうＰＲをしておりま
すが、さらに多くの皆さまの目に触れるような場所
があればと考えております。ご協力お願いします。
スマイルボックス委員会小委員長　髙木　孝道
　皆様の日常で今日はこんな事があった、珍しい事
があったと一言添えてスマイルボックスをご利用下
さい。

親睦活動委員会小委員長　蛭田　　剛
　9月 10 日㈰観月家族例会勿来温泉関の湯において
28 名の参加で行いました。当日は市長選と重なり参
加人数が少な目でした。12 月 13 日㈫クリスマス家族
例会やまたまやにおいて 73 名の参加、錦小学校吹奏
楽部の演奏でオープニング、マグロ解体、子ども達
へのクリスマスプレゼント、ビンゴ大会、バザー等
盛大に開催することが出来ました。今後のイベント
は 4月 8 日㈰の観桜家族例会を企画中です。多数の
ご参加お願いします。

職業奉仕委員会副委員長　斉藤　　隆
　10 月 14 日㈯鮫川河川敷公園管理運営協議会様へ
肩掛け草刈機 2台を朝 7時 30 分渡邉公平パストガバ
ナーと鈴木雅之会員より贈呈致しました。11 月 8 日
㈬は職場例会でエリエールプロダクト㈱を訪問。参
加 20 名で工場倉庫見学、紙オムツについて学びまし
た。11 月 29 日㈬いわき市スポーツ振興課へ中岡グラ
ンドへベンチ 2基寄付を致しました。立会は佐藤会
長と嵐副幹事の 2人です。

社会奉仕委員会委員長　生駒　祐健
　社会奉仕は自分の職場で生かすことです。社会奉
仕として社会福祉協議会へ協力等また植田駅前清掃
もプログラム委員会と協力して行いたいと思います。

国際奉仕委員会委員長　清水　信弘
　第 2530 地区において国際奉仕セミナーがありまし
た。国際奉仕の仕事とは何かを委員長から説明があ
りました。青少年交換、国際親善奨学生、ロータリー
財団奨学生、米山記念奨学生を通じて国際親善を図
ることです。そして世界平和の貢献となります。

青少年奉仕委員会副委員長　星　　行夫
　磐城農業高等学校インターアクトクラブに対する
支援活動を行っております。8月 9 日㈬に平成 29 年
度年次大会に佐藤先生と生徒さん 6名が出席してい
ます。10 月 20 日㈮に第 2回インターアクトクラブ連
絡協議会が開かれております。12 月 10 日、11 日に
ブリティッシュヒルズで国際理解研修会が行われ佐
藤先生と生徒さん 2名が参加致しました。

です。遅くても 10 月までに決めなければいけないの
で大変でした。副会長には丹野会員の強力な推薦で
越田和会員に決まりました。全力で協力したいと思
います。いわき分区ガバナー補佐には髙萩勝利会員、
幹事は川口登志雄会員、会計は星行夫会員が引き受
けてくれました。最後にあと半年いわき分区ＩＭ、
観桜家族例会等全力でやりたいと思います。会員の
ご協力ご支援をお願いします。

クラブ奉仕第一委員会委員長　鈴村　正人
　改めてクラブ奉仕委員会の立ち位置を復習したい
と思いました。クラブ奉仕はクラブの心臓部であり
ます。クラブ奉仕がなければクラブは成り立たない
と言われています。先ずは、例会が活力ある楽しい
ロータリー活動である様にと実践して参りました。
また各委員会セミナーへの積極的な参加を呼び掛け
て参りました。会員の維持、増強に当たりましては 1
名減の後 1名増で 56 名の現状維持の状況です。今後
も引き続き純増 3名を目指して参ります。

職業分類委員会小委員長　櫛田　幸雄
　職業分類表は作成していますが、会長をまじえて
会員選考増強委員会と共に会員増強に務めるよう委
員会を行いたいと考えています。

会員選考増強委員会副委員長　冨澤　藤利
　白河で会員増強セミナーがあり参加致しました。
当クラブ 1年間の取り組みと成果、会員増強に対す
る考え方を報告致しました。昨年お亡くなりなった
吉野文敏会員の後任に今年 1月吉野彰芳さんが入会
されました。また金成通之会員の後任には喪が明け
ましたら交渉に行って参る予定です。ここにいる会
員ひとりひとりが 1年かけて 1名を推薦し理事会へ
提案するということが大事だと思います。
　　ロータリー情報・戦略計画委員会小委員長

　髙萩　勝利
　会員に国際ロータリー及び地区、分区での今まで
と違って変わった所などの情報を提供し、クラブが
活性化するように、知識などわかりやすく活動しや
すくなるよう運営の仕方などの情報を提供中です。

クラブ奉仕第二委員会委員長　木幡　智清
　国際ロータリーのテーマである「変化をもたらす
ロータリー」第 2530 地区のテーマの 1つである「人
道的奉仕の重点と増加」を基本理念に年次計画を立
案し活動を実践して参りました。

出席委員会小委員長　大平　伸人
　会員に出席奨励賞を贈り、出席率向上を図って参
りました。無断欠席を無くす為欠席者の事前連絡を
徹底し、欠席者には他クラブへのメークアップを奨
励しました。

プログラム委員会小委員長　鈴木修一郎
　魅力のある充実した例会になるようにいろいろ努
力している所です。本日まで 24 回で半分が過ぎまし
た。月間テーマに該当する委員会が中心となり外部
卓話、会員卓話の手配に協力いただきプログラムの


