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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 2739 回

例 会

会報小 今泉
委員長

平成 30 年 6 月 20 日 ( 水・雨 )

4 のテスト
阿賀

（年間活動報告発表）

◎会長報告−佐藤政司会長

皆さん、こんにちは。Ｗ杯も同点か負けるのかと
思い応援しておりましたら勝利してしまいました。
それに合わせて加計学園はうまい時に発表したなと
思っています。会長報告ですが 6 月 14 日㈭第 5 回会
長幹事会の最終引継ぎがございました。次期分区ガ
バナー補佐の髙萩会員の挨拶もありました。本日は
クラブフォーラムがあり内容が濃いので私からは以
上です。なお、例会終了後細則の変更等があります
ので臨時理事会を開きます。宜しくお願いします。

東幹事

・福島民報さん、福島民友さんから植樹祭広告掲載の
新聞が届いております。只今回覧中ですのでご覧下
さい。

◎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

・Ｗ杯日本代表初戦突破を祝して。富岡、冨澤、生駒、
髙木、鈴木（雅）、髙萩、渡邉（國）、清水、吉野、星、
矢代、岩元、後藤、高橋、阿賀、木村、赤津（善）、
荒川（義）、蛭田、荒川清、川口、大平、山下、赤津（和）、
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
・誕生祝ありがとうございました。
越田和会員
・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。
斉藤会員
・17 日㈰郡山ビューホテルアネックスで佐原元パス
トガバナーの「超我の奉仕賞」受賞式典に清水会員
と髙萩会員と私渡邉公平の 3 名で出席致しました。
渡邉公平パストガバナー、清水会員、髙萩会員
・渡邉國和社長の退会は残念ですが、今後は健康に注
意し益々の御繁栄をお祈りします。
櫛田会員

正会員数
本日出席会員数

敏徳

我等の生業

56 名
44 名

冠

会員

・この 1 年、皆様のご協力をいただき幹事を務める
ことが出来ました。本当にありがとうございました。
小熊東幹事

◎ガバナー補佐会議報告
−髙萩勝利次期ガバナー補佐

皆 さ ん、 こ ん に ち は。17 日 ㈰
にガバナー補佐会議が郡山で開催
されました。議題はガバナー公式
訪問について、ＩＭ、新入会員オ
リエンテーションについて、2019
− 20 年度ガバナー補佐選任につ
いて、地区大会について、各分区の課題解決策につ
いて、その他の項目で会議がありました。内容につ
いて話をすると長くなりますので割愛させていただ
きます。

◎福島復興オペラフェスティバルについて案内
事務局 鈴木 雅之会員

皆さん、こんにちは。今年の夏
で第 4 回目になります福島復興支
援中央オペラフェスティバル 2018
が 7 月 30 日㈪にいわきで開催さ
れることになりました。私、今年
度事務局を仰せつかりまして、運
営に携わらせております。いわき分区もずっと協賛
しておりますが中田ガバナー補佐時代に中央復興オ
ペラということでヨーロッパのスロバキヤ共和国の
オペラ歌手声楽家によるオペラが開催されていまし
た。いわきでは今回 3 回目になります。各クラブの
同意を得ながらロータリークラブの事業として成立
するように務めてまいりたいと思っております。7 月
20 日には、いわやで歓迎レセプションが行われます。
7 月 30 日はアリオス中劇場で 18 時開場、18 時 30 分
開演となっています。チケットは鈴村会長エレクト
が管理されています。チケット代は 3,500 円です。皆

カード出席
本日の修正出席率

◎退会会員挨拶−髙木

孝道会員

私この度一身上の都合により勿
来ロータリークラブを今年度で退
会することになりました。本当に
皆様方にはお世話になりました。
いろいろロータリーに入って思い
出が沢山ございます。その思い出
を胸にこの先は生きていきたいと
思います。皆様のご健勝と勿来ロータリークラブの
発展をお祈り申し上げます。

◎退会会員挨拶−渡邉

−今月はロータリー親睦活動月間です−
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ロータリーソング

◎幹事報告−小熊

幹 事 小熊

政司

ＳＡＡ 川口登志雄

第 2530 地区

いわき勿来ロータリー・クラブ
○例会日
○例会場

会 長 佐藤

様のご理解とご協力をお願い申し上げて報告といた
します。

1名
86.79％

國和会員

皆さん、こんにちは。この度私
今月をもちまして勿来ロータリー
クラブを退会させていただくこと
なりました。入会以来 9 年間皆様
には本当にお世話になりました。
私が入会した年は 2 年後に渡邉公
平会員がガバナーになる年で次の
年に副幹事を受けてしまい渡邉公平ガバナー年度に
幹事をさせていただき大変貴重な経験でした。私の
後任には発電所長が入会する予定になっています。
大変お世話になりありがとうございました。

クラブフォーラム（年間活動報告発表）
会長 佐藤

政司

歴史と伝統あるいわき勿来ロータリークラブの第
56 代会長を引き受け、皆様のご支援、ご協力によ
り無事果せたことに心から厚く御礼申し上げます。
2017 − 18 年度ＲＩテーマ「ロータリーは変化をもた
らす」ということで柔軟に対応し例会を減らしまし
た。女性会員も今年度はいましたが転勤してしまい
ました。また、今年は 8 年ぶりに米山記念奨学生の
朴相俊（パク・サンジュン）さんを受け入れました。
一年間大変お世話になりました。心より感謝申し上
げます。

☆クラブ奉仕第一委員会

鈴村

正人委員長

職業分類、会員選考増強、ロータリー情報・戦略
計画委員会の皆さんと共に委員会活動に取り組みま
した。

☆会員選考増強委員会

冨澤

藤利副委員長

全会員で候補者を探し毎月の理事会で審議致しま
した。

☆ロータリー情報・戦略計画委員会
髙萩 勝利小委員長

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
くなるように運営の仕方の情報をプログラム委員会
と連携し提供しました。

☆会場監督（ＳＡＡ） ＳＡＡ

川口登志雄

伝統ある勿来ロータリークラブとしての品格を保
ち、会員全員が明るく楽しい雰囲気で例会に参加で
きるように務めることができました。

☆クラブ奉仕第二委員会

木幡

智清委員長

各委員会には国際ロータリーのテーマ「変化をも
たらす」を基本理念に事業計画を立案し、活動を展
開致しました。

☆出席委員会

大平

伸人小委員長

会員の例会出席を出席奨励賞で喚起し、他クラブ
へのメークアップを奨励した結果、本年度出席率
80.7 パーセントを出すことができました。

☆クラブ会報委員会

今泉

敏徳小委員長

毎例会の内容を皆様へお届けすることができまし
た。前回から会報をカラーからモノクロに変更致し
ました。

☆雑誌広報委員会

荒川

清副委員長

ロータリークラブの目的と活動内容を地域の皆様
に理解していただく為、ロータリーの友誌がより多
くの目にふれる場所の提供を会員の皆様に要請しま
した。

☆スマイルボックス委員会 髙木

孝道小委員長

私は途中で体調を崩しましたが富岡会員に助けて
いただき 1 年間活動することができました。年間目
標額も皆様の絶大なご支援で達成することができま
した。心より感謝申し上げます。

☆親睦活動委員会

蛭田

剛小委員長

☆職業奉仕委員会

丹野富二男委員長

☆社会奉仕委員会

生駒

祐健委員長

☆国際奉仕委員会

清水

信弘委員長

観月家族例会 9 月 10 日㈰関の湯、クリスマス家族
例会 12 月 13 日㈬やまたまや、観桜家族例会 4 月 8
日㈰日立珂那、大洗、益子方面を実施することがで
きました。毎月第 1 週目に誕生祝を贈りお祝いしま
した。
平成 29 年 10 月 14 日㈯鮫川河川敷公園管理運営協
会へ肩掛け草刈機 2 台、平成 29 年 11 月 8 日㈬職場
例会でエリエールプロダクトを見学、平成 29 年 11
月 29 日㈬いわき市スポーツ振興課中岡グランドへベ
ンチ 2 基贈呈立会人は佐藤会長と嵐副幹事でした。
5 月 30 日㈬皆さんのご協力を得て、いわきのまち
をきれいにする市民総ぐるみ運動の一環として植田
駅前清掃、モニュメントの清掃を行いました。
ポリオ撲滅への協力を達成することができました。
グローバル補助金活動と奨学生朴さんの協力を得て
行うことができました。

☆青少年奉仕委員会

高橋

伸安委員長

磐城農業高等学校インターアクトクラブに対する
支援活動を行うことができました。北茨城ロータリー
クラブとの共催による近隣地区中学校ソフトテニス
大会を 4 月 22 日㈰による雨情の里スポーツ広場で開
催できました。

☆ロータリー財団委員会

赤津

善宣小委員長

☆米山記念奨学会

本間

敏一小委員長

☆会

東副会計

ロータリー財団活動方針に対する理解に基づき、
11 月 15 日に地区ロータリー財団委員会橋本大委員長
に地区補助金について卓話をいただきました。
米山記念奨学会の目的及び事業について会員の理
解と認識を深め、積極的な協力を得るための活動を
行いました。

計

小熊

予算計画に沿って適正な資金管理に務めて計画通
りに会計処理を実施することができました。

☆ＩＴ委員会

鈴木

雅之委員長

情報セキュリティーの観点からホームページの内
容のプログラムを最新化しました。マイロータリー
の説明会をクラブ内で開催しました。

