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第 2742 回

例 会

平成 30 年 7 月 11 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング

クラブフォーラム（活動方針発表）

◎会長報告−鈴村正人会長

奉仕の理想

−今月はプログラム、
会報委員会月間です−
ロータリーの行動規範
富岡 幸広 会員
まりました。直前になりましたら詳しくご案内を致
します。

・各委員会活動方針発表ご苦労様です。髙萩、渡邉（貴）
斉藤、久野、赤津（善）各会員及び越田和副会長
・新会員畠山禎昭様、細田誠一様の入会を歓迎して。
後藤、富岡、佐藤（政）、清水、冨澤、山下、岩本博、
渡邉（公）、川口、鈴木敏、岩元、藤田、高橋、影
山、蛭田、櫛田、林、今泉、本間各会員及び鈴村会
長、越田和副会長、木幡会長エレクト、嵐幹事、星
行夫副幹事
・今回からお世話になります。
細田誠一会員、畠山禎昭会員、岩本博会員
・出席奨励賞ありがとうございました。
高橋、岩元、蛭田各会員及び星副幹事
・本日早退ごめんなさい。
吉野会員
・前回休んでごめんなさい。
越田和副会長

・いわき平東ロータリークラブより週報、北茨城ロー
タリークラブからも週報が届いています。
・ロータリーよりロータリアン誌が届いています。
・今年度のガバナー公式訪問ですが 9 月 19 日㈬に決

米山梅吉記念館より賛助会員のご入会をというこ
とでご案内が届いています。米山功労者として表彰さ
れたのは今まで渡邉公平パストガバナーが 34 回、後
藤泰治会員が 17 回、本間敏一会員が 6 回、髙萩勝利

出席状況

繁雄幹事

正会員数
本日出席会員数

53 名
36 名

◎新入会員挨拶

◎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。なお、本日は
出席奨励賞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。岩元義春会員、蛭田剛会員、
高橋伸安会員、鈴木敏会員、星行夫副幹事おめでと
うございます。

常磐火力産業㈱

代表取締役 細田 誠一 様
皆さん、こんにちは。前任者の渡邉
國和さんから引き続き私が入会させて
いただくことになりました。宜しくお
願いします。出身は栃木県宇都宮です。
昭和 53 年に常磐共同火力に入社しました。当時、現
在動いている 8 号機、9 号機の建設計画があり人手が
必要だということで、7 年振りの新入社員となりまし
た。趣味はゴルフと音楽鑑賞です。自宅は横浜で単身
赴任で来ております。入会させていただいたからには
頑張りたいと思います。

◎新入会員挨拶

皆さん、こんにちは。台風 7 号から熱帯低気圧に
変わった梅雨前線の影響で、西日本豪雨は平成最悪
の豪雨被害をもたらしています。本当に、他人事と
は思われません。梅雨前線の位置とか、豪雨線状帯
の状況によっては私たちの地域も災害に見舞われる
可能性があります。被災地の皆様には改めて、お見
舞い申し上げます。本日第 2530 地区平井ガバナーよ
り連絡があり、「西日本豪雨被災地にロータリーの心
を」ということで義援金等のお願いが来ています。
第 2670 地区愛媛・高知、第 2690 地区岡山、第 2710
地区広島、第 2630 地区岐阜、第 2650 地区滋賀、京
都・奈良、第 2680 地区兵庫、第 2700 地区福岡・佐賀、
第 2730 地区鹿児島の計 8 地区への支援を当地区で考
えていると聞いています。地区内全会員に臨時災害
特別基金ということで会員 1 人 2,000 円のご協力をお
願いしたいと要請が来ています。
先週の第一回理事会におきまして、名誉会員につ
いて協議致しました。先月末（年度末）には 3 名の
大先輩方が退会されました。歴史ある当クラブを長
きに渡って支えて頂き、又ご指導頂いた先輩が退会
されて、「どうもお疲れ様でした。
」で終ってしまっ
ていいものかと、これでは寂しいのではないかとい
うご意見がありまして協議致しました。基準として、
会員歴 25 年以上で会長経験者を理事会の承認で名誉
会員に推薦する事が出来るように致しました。名誉
会員の方には、観月家族例会、クリスマス家族例会
等にご招待して親睦を図って参りたいとの思いでご
ざいます。今日はお二方の新入会員の方がお見えに
なっています。後ほど嵐幹事からご紹介方々ご挨拶
をお願いします。本日は、クラブフォーラムがあり
ます。各委員会から年次計画の発表がございますの
で、挨拶はこれまでと致します。

◎幹事報告−嵐

会員が 4 回、橋本慶紀会員が 3 回、清水信弘会員が 3
回、鈴木修一郎会員が 3 回、赤津善宣会員が 3 回、佐
藤英二会員が 2 回、田子孝会員が 2 回、生駒会員が 2
回、櫛田会員が 1 回、丹野会員が 1 回、川口会員が 1 回、
斉藤会員が 1 回、岩元会員が 1 回法人として勿来製作
所、勿来技建、準米山功労者として丹野富二男会員と
なっています。パストガバナーを通しお知らせがあり
ましたので是非賛助会員をお願い致します。

常陽銀行

植田支店

支店長 畠山 禎昭 様
皆さん、こんにちは。人事異動で植
田支店へ参りました畠山禎昭と申しま
す。植田支店の前は本部の融資審査部
におりました。久し振りの営業店勤務
ですので身が引き締まる思いです。地域の皆様、地元
の皆様と明るく親交を深められればと思っています。
出身は日立市で自宅は日立多賀にあり電車通勤で通っ
ています。趣味は読書と食べ歩きです。今回入会させ
ていただき、今年度は会計という大役までありますの
で微力ですが精一杯頑張りたいと思いますので宜しく
お願いします。

◎クラブフォーラム（活動方針発表）
幹

◇スマイルボックス委員会−赤津善宣小委員長

◇米山記念奨学会−富岡幸広小委員長

カード出席
本日の修正出席率

2名
76.00％

事

嵐

繁雄

今まで副幹事として幹事の隣で見て勉強はしてい
ましたが、いざ先週からやってみて解らないことが
一杯あり前任者に聞こうにもいないので大変困りな
がらやっています。いろいろな点で皆様に迷惑をか
けることがあると思います。幹事経験者に聞くこと
もあろうかと思いますのでいろいろ教えて下さい。
鈴村会長を支えて一年間やって行こうと思いますの
で宜しくお願いします。

☆会場監督（SAA）
SAA 後藤 泰治
ロータリークラブとしての品格を保ち、気品風調
を守り明るく楽しい雰囲気でスムーズに例会が運ば
れるよう心掛けると共に新会員が気楽に出席出来る
ように雰囲気作りに努める。
☆クラブ奉仕第一委員会
委員長 木幡 智清
本年度テーマ「インスピレーションになろう」を
ふまえ蓄念する課題に勇気と創造性をもって正面か
ら立ち向かう意欲をクラブ、地域社会組織全体から
引き出せるよう心掛けます。
☆職業分類委員会
小委員長 本間 敏一
クラブ職業分類を見直し時世に合わせた分類表と
し会員増強の資料とする。
☆会員選考増強委員会
小委員長 橋本 慶紀
地区活動方針及びいわきロータリークラブ活動方
針に沿って会員数増強を目指します。
☆ロータリー情報・戦略計画委員会
小委員長 佐藤 政司
会員増強拡大、ロータリー情報、戦略計画が 1 つ

になったのでその方針に従って行動する。マイロー
タリーのホームページから情報を検索するとそれが
会員増強拡大につながると思います。

☆クラブ奉仕第二委員会
委員長 越田和俶充
国際ロータリーのテーマである「インスピレーショ
ンになろう」を基本理念にそれぞれの委員会は、独
自に行動計画を立案し、活気ある楽しいロータリア
ンになるための活動を目指す。
☆出席委員会
小委員長 藤田 紀夫
関連委員会と連携を密にし、出席向上を目指す。
☆プログラム委員会
副委員長 鈴木
敏
ロータリー活動において最も重要な例会を会長方
針の下、各委員会活動を考慮し会員のためになる魅
力ある新しい企画運営に努める。
☆クラブ会報委員会
小委員長 今泉 敏徳
例会毎の写真撮影、録音の記録を行い内容をまと
めた会報の発行に努めます。次回例会時に会報を配
付します。
☆雑誌広報委員会
委 員 影山 晴康
ロータリー活動を理解していただけるように「ロー
タリーの友」を会員や地域の皆様に紹介して行きま
す。また、公共イメージと認知度の向上をはかります。
☆スマイルボックス委員会 小委員長 赤津 善宣
会員の皆様やご家族、職場などの慶び事や、お祝
い事を通じ、会員皆様の善意と奉仕の精神の浄財の
提供をお願いし、親睦活動や社会奉仕、国際奉仕の
活動に役立てます。
☆親睦活動委員会
委 員 岩元 義春
会員同士の親睦の向上と会員家族や新入会員との
友好理解を深める活動をする。
☆職業奉仕委員会
委 員 鈴木
敏
職業奉仕がロータリーの原点と認識し会員の職業
倫理を高め職業を通じての貢献を勉強する。
☆社会奉仕委員会
委員長 山下 喜一
社会奉仕活動はロータリー活動の中でも最重要活
動であるという認識の下、思いやりの心を持ち他人
や社会に尽くすことを念頭に地域社会のニーズを的
確に促え地域社会に対する奉仕とＰＲを心掛けて活
動します。
☆環境保全委員会
小委員長 岩元 義春
環境不安の理解と自然保護の大切さを認識し奉仕
を実施する機会として植樹運動や公共施公園等の清
掃奉仕作業を社会奉仕委員と協力し活動に努める。
☆国際奉仕委員会
委 員 久野 裕紀
会長方針を受け国際交流による世界平和への貢献
を目指します。
☆青少年奉仕委員会
委員長 高橋 伸安
青少年の社会に対する奉仕活動の認識を深めると
共に、磐城農業高等学校インターアクトクラブの育
成と活動を支援する。さらにロリークラブとして青
少年の健全育成と活動に積極的に参加する。
小委員長 清水 信弘
☆ロータリー財団委員会
ロータリー財団活動方針に対する理解を促進し、
財団プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成
に努める。
☆米山記念奨学会委員会
小委員長 富岡 幸広
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
行う。
☆会 計
会 計 畠山 禎昭
予算計画に基き適正な支出会計処理に努める。
☆ＩＴ委員会
副委員長 鈴木
敏
前年と同様にクラブの紹介を兼ねたホームページ
の充実を図ります。また、第 2530 地区の地区運営
委員会の方針に沿ってＩＴスキルの向上に努める。

