
いわき平ロータリークラブより 7月
プログラムと週報を回覧中です。
・福島民友さんから新役員のお知らせ
が届いておりますので回覧中です。
・なこそ夏まつり実行委員会から夏ま
つりのご案内が届いていますので回覧
中です。
◎各委員会報告
◇出席委員会
　　　　　－藤田紀夫小委員長
　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
　　　　　　　　　　－赤津善宣小委員長

・鈴村年度のスタートです。皆様の
ご協力宜しくお願いいたします。
冨澤、川口、後藤、鈴木（修）、清水、
吉野、高萩、丹野、田子、荒川（義）、
高橋、蛭田、岩元、大平、本間、櫛田、

橋本、藤田、渡邉（公）、鈴木（雅）、荒川清、林、山下、
久野、今泉、根本、赤津（善）各会員及び鈴村会長、
木幡会長エレクト、嵐幹事、星副幹事
・岡崎南ロータリークラブの皆様を歓迎して。
後藤、鈴木（雅）、渡邉（公）各会員及び鈴村会長

・新会員岩本博様、平山忠幸様の入会を歓迎して。
後藤、佐藤（政）、斉藤、渡邉（公）鈴木（修）、各
会員及び鈴村会長
・本日第 1例会に参加させていただきます。

岡崎南ロータリークラブ　服部　英男様
・誕生祝ありがとうございました。

斉藤、大平、高萩、渡邉（貴）各会員
・出席奨励賞ありがとうございました。　　木村会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　富岡会員
・前回休んでごめんなさい。　　　　　　　菅野会員
・皆様には大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。御餞別はスマイルに寄付します。

会  長　鈴村　正人

幹  事　嵐　　繁雄

ＳＡＡ　後藤　泰治

　   　　 今泉　敏徳

◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。まだまだ先
だと思っていましたが、本日の例会
から 2018 － 19 年度が始まりまし
た。歴史と伝統あるいわき勿来ロー
タリークラブの第 57 代目の会長にご
指名いただきまして、改めて身の引

き締まる思いでここに立っています。会員の皆様の
ご指導、ご協力を得ながらこの一年間その任務を微
力ではありますが精一杯果たしていく所存でおりま
す。皆様宜しくお願いします。
　観測史上はじめてといわれています 6月下旬に関
東地域で梅雨明け宣言がありました。先週から厳し
い暑さが続いております。今日あたりは、少し曇っ
てはいますがそれでも蒸し暑い陽気です。最高気温
が 37 度を超すとスーパー猛暑という表現がある様で
す。いわきで 37 度を超すことは無いと思いますが、
体調管理には十分注意を払っていただきたいと思い
ます。本日はゲストに岡崎南ロータリークラブの服
部英男様、岡崎城西高校インターアクトクラブ顧問
の奥出朝紀先生、生徒会顧問の佐治嘉隆先生、あそ
びにおいでんプロジェクトの代表小松恵利子様がお
見えになっています。後程斉藤隆元新世代委員長か
ら紹介とご挨拶をお願いしたいと思います。また今
日はおふたりの新入会員の方がお見えになっていま
す。後程、本人紹介と自己紹介をお願いします。そ
して最後に今日は月初めですので米山奨学生の朴相
俊（パク・サンジュン）君が見えています。後程奨
学金をお渡しいたします。押田元会員が先月で退会
された折り、餞別金をお渡ししたところスマイルボッ
クスへ寄付しますということでいただいていますの
でご報告いたします。本日は、クラブフォーラムが
ありますので挨拶はこれで終了いたします。
◎幹事報告－嵐　繁雄幹事
・いわき平中央ロータリークラブより7月プログラム、

ゲスト
岡崎南ロータリークラブインターアクト委員長　服部　英男様
岡崎城西高等学校インターアククラブ顧問　奥出　朝紀様

　　　〃　　　　生徒会顧問　佐治　嘉隆様
ふくしまのみんな！あそびにおいでんプロジェクト代表　小松恵利子様

米山奨学生　朴相俊（パク・サンジュン）さん

出席状況 正会員数　　　　　  51 名　　　　カード出席　　　　　　   　名
 本日出席会員数　　　42名　　　　本日の出席率　　 　　　　82.35％

○例会日　毎週水曜日 (12:30 ～ 13:30) ○事務所　いわき市植田町中央一丁目 6番地の 9
○例会場　ホテルミドリ 〒 974 － 8261　ホテルミドリ内
 　　　　　　　TEL0246 － 62 － 3737

2018 － 19年国際ロータリーのテーマ

会報小
委員長

第 2741 回　例  会　平成 30年 7月 4日 ( 水・曇 )

君が代
ロータリの目的　　鈴村　正人会長

　　　　

  CLUB BULLETIN
　　　　　　 R.  I.　第 2530 地区

　　　　いわき勿来ロータリー・クラブ

  
　　　　

インスピレーションになろう

思っています。
◎ゲスト挨拶　岡崎南ロータリークラブ

 インターアクト委員長
服部　英男 様

　皆さん、こんにちは。岡崎南ＲＣ
の服部英男と申します。本日は第 1
例会に出席させていただき誠にあり
がとうございます。今回 4 回目の訪

問になります。今回岡崎城西高等学校インターアク
トクラブのメンバーを福島にお招きいただき誠にあ
りがとうございます。本日はインターアクト顧問の
奥出先生と佐治先生と一緒に 8 月 6 日から 9 日まで
のスケジュールの調整の下見として伺いました。

　岡崎城西高校インターアクトクラブ
顧問の奥出と申します。念願だったい
わきに来ることが出来ました。お招き
いただきありがとうございます。これ
を切っ掛けに末永くお付き合いが出来
ればと思っています。8月も宜しくお
願いします。同じく岡崎城西高校生徒
会の佐治と申します。私はロータリー
という世界を全く知らずにいたことを
申し訳なく思っています。生徒達にこ
んな素敵な大人の人達と接する機会を
いただきありがとうございます。
　ふくしまのみんな!あそびにおい
でんプロジェクト

代表　小松恵利子様
　毎年剣道の小中学成を岡崎に招き
まして交流試合をさせていただきま
した。今回お互いの気持ちが通じて

この様になり私が調整役をすることになりました。
子ども達にいろんな所を見てもらい、いろんな事を
感じていただいて今後に生かして欲しいと思ってい
ます。1人では出来ませんのでどうぞお力をお貸し下
さい。宜しくお願いします。
クラブフォーラム
◎会長活動方針　鈴村　正人会長
　「インスピレーションになろう」／Be the Inspiration
　バリー・ラシン 2018 － 19 年度ＲＩ会長は、本年
度テーマを「インスピレーションになろう」と掲げ
ました。何か大きなことに挑戦しようというインス
ピレーションを、クラブやほかのロータリアンに与
えて下さい。全てのロータリアン、全ての人々に対し、
自らの行動をもってロータリーについて「感化」或
いは「示唆」しようと訴えています。
　いわき勿来ロータリークラブの会長方針を次のよ
うに設定しました。
 1． 会員数の拡大に努める（会員純増 2名）。
 2. 地区主催の各研修セミナーへの積極的な参加。
 3. 経費削減を図る為に検討委員会を立ち上る。
 4. 例会の活性化を図る（例会は重要な活動の場、
出席率 80％以上）

 5. いわき分区ホストクラブとして分区の活動に協力する。
 6． 公共イメージと認知度の向上
 7． ロータリー賞に挑戦
 8． 姉妹クラブ、友好クラブとの親交を深める。
 9. ロータリー財団への理解と活用（地区補助金の活用）
10 米山奨学会への協力（奨学生の受け入れ 1名）
　以上、会員の皆様、家族の皆様、関係者の皆様、
ご協力をよろしくお願いします。

押田行正元会員、矢代昭雄元会員
◇親睦活動委員会－林　毅彦小委員長

　今月誕生者へ誕生祝いを差し上げた
いと思います。名前を呼びますので前
の方へどうぞ。高萩勝利会員、斉藤隆
会員、大平伸人会員、渡邉貴志会員お
めでとうございます。

◎米山奨学生　朴相俊（パク・サンジュン）さんへ
　奨学金贈呈
　米山奨学生朴相俊さんへ米山奨学金を鈴村会長よ
り贈呈いたしますので前の方へどうぞ。
◎朴相俊さん挨拶
　奨学金をいただき皆さんありがと
うございます。夏になり夏の暑さを
どう対策するか韓国では春夏秋冬が
あります。昔から暑い時に熱い食事
を食べる文化があります。代表的な
のはサムゲタンです。体に良いので
是非食べてみて下さい。
◎新入会員挨拶

東北発電工業㈱勿来支社長
　岩本　博 様

　皆さん、こんにちは。岩本博と申し
ます。生まれは山形県酒田市で只今楽
しい単身赴任生活をしているところで
す。本来ならもっと早く皆様のお仲間

に入れていただければ良かったんですが昨年 11 月に
この話をいただいたのが経過です。平成 25 年 8 月に
中岡に越して来ました。皆様今後共宜しくお願い申
し上げます。
◎新入会員挨拶

湯本スプリングスカントリークラブ
支配人　平山　忠幸 様

　皆さん、こんにちは。6 月 25 日に
小熊が退社しましたので私が後任で
ロータリークラブさんに入会させてい
ただきました。昭和 45 年生まれで今

年 48 になりますのでロータリーさんでは若手で若輩
者になります。いろいろなことを先輩方から勉強し
吸収させていただき奉仕の心を広げたいと思います。
一生懸命やりたいと思いますのでどうぞ宜しくお願
いします。
◎ゲスト紹介－斉藤　隆会員
　本日岡崎南ロータリークラブさんより服部英男様、
岡崎城西高校インターアクトクラブ顧問奥出朝紀先
生、生徒会顧問の佐治嘉隆先生、ふくしまのみんな
!あそびにおいでんプロジェクトの小松恵利子様が
お見えになっております。震災後磐農の生徒といわ
き総合高校の生徒達を岡崎へ連れて行きまして、１
週間楽しい思い出を作らせていただきました。元気
になって来たいわき市へ招いていわきの高校生と交
流を結び新たな出会いがあれば良いなと思っていま
した。そんな時、岡崎城西高校さんからまた交流を
結びたい行って見たいという強い気持ちを伺い、8月
6 日から 9 日にいわきに来ることになりホテルミド
リさんにお世話になり、ここからボランティア活動、
被災地訪問等を小松さんから説明を受け行いたいと




