
す。
・ガバナー事務所よりガバナー月信 8月号の訂正につ
いて来ています。
・会津分区ガバナー補佐から会津磐梯山祭り参加のお
願いが届いています。回覧中です。
・ロータリーよりロータリアン誌、ガバナー事務所
からプレス幸せのポリオサバイバーの実話のロード
ショーの案内が届いています。
・いわき桜ロータリークラブから 8 月プログラムが
届いています。
・米山記念奨学会から渡邉公平パストガバナーへ寄
付の感謝状が届いています。後程お渡し致します。
・東京江戸川ロータリークラブより週報が届いていま
す。
・国際ロータリーガバナー事務所から米山記念館研修
旅行参加の案内が届いています。
・福島民友から広告掲載ということで朝刊が届いてい
ます。
・ガバナーエレクト事務所から事務所開設式出席の案
内が届いています。
・本日例会終了後に理事会がありますので宜しくお願
い致します。
◎東京江戸川ロータリークラブ様ご挨拶

昨年勿来ＲＣ担当　岡本 紀雄 様
　前年度勿来ロータリークラブ交流
担当をさせていただきました岡本で
す。今年度は横山が担当委員長にな
りましたので宜しくお願いします。
今日は鈴村会長と鈴木修一郎様に明

るい復興の兆しを見せていただき江戸川に戻り立派
な報告をしたいと思っています。9月 10 日㈪に我々
東京江戸川ロータリークラブも創立 55 周年を迎える
記念式典を行いたいと考えております。今後共江戸
川ロータリークラブと勿来ロータリークラブの絆を
密に致しまして楽しい例会に足を運んでいただけれ

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。台風 12 号の
進路は通常の進路と異なって西日本
を西に進むという異常な進路で、ま
た別の災害をもたらしている模様で
す。逆に、東日本地域では雨不足の
心配も出て来ている様です。“なこそ

夏まつり”も順延という状況下ではありましたが無
事終了いたしまして良かったです。関係者の方々本
当にお疲れ様でした。暑さは、またぶり返して来て
います。体調管理に注意して下さい。7月 19 日㈭に
「いわき分区第 2回会長・幹事会」がホテルミドリで
開催されました。髙萩分区補佐の挨拶、渡邉公平パ
ストガバナーの挨拶がありました。渡邉公平パスト
ガバナーからは 2021 － 22 年度のガバナーはいわき
分区から選出（ガバナーノミニーの推薦）を行う年
度である旨のお話が有りました。ガバナーの公式訪
問及び歓迎会の日程の確認とガバナー補佐の表敬訪
問の日程についても最終確認がありました。また、
分区の新年度予算が承認されました。本日は、東京
江戸川ＲＣから 4名のゲストがお見えになっていま
す。元会長岡本様、同じく須賀様、直前会長の森田
様、関口様です。後ほどご挨拶、宜しくお願いします。
本日は新入会員の金成さんがお見えになっています。
後ほど、紹介者の冨澤会員からご紹介方々ご挨拶を
お願いします。米山奨学生の朴相俊（パク・サンジュ
ン）君が見えています。後ほど奨学金をお渡しいた
します。また今日は卓話をお願いしています。楽し
みにしています。
◎幹事報告－嵐　繁雄幹事
・只今回覧しておりますのは、いわき平東ロータリー
クラブ、いわき平中央ロータリークラブ、いわき平
ロータリークラブからの 8月のプログラムです。
・日本・モンゴル友好ハッピー協会からモンゴル伝統
芸能チャリティーコンサートのお願いが届いていま

ゲスト
東京江戸川ロータリークラブ

昨年勿来ＲＣ交流担当　岡本　紀雄 様
直前会長　森田　知行 様

　須賀　雅文 様
　関口　真司 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　　　　　  56 名　　　　カード出席　　　　　　　　  3 名
 本日出席会員数　　　38名　　　　本日の修正出席率　　 　　78.85％

○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 2744 回　例  会　平成 30年 8月 1日 ( 水・晴 )

  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
君が代
ロータリーの目的　　鈴村　正人会長
－今月は会員増強・新クラブ結成推進月間です－

　　　　

らは生徒全員で 41 人と先生とロータリアン 5名が 6
日8時30分に出発し、いわきには18時到着予定になっ
ています。宿泊は全泊ホテルミドリさんにお世話に
なります。
◇ロータリー財団委員会－清水信弘小委員長
　7 月 29 日㈰に第 2530 地区の財団セ
ミナーがあり鈴村会長と私の 2名でセ
ミナーに参加致しました。今お話があ
った斉藤隆会員のプロジェクトもロー
タリー財団から承認され、補助が決定
致しました。第2530地区は現在財団に
関係するプロジェクトが 19 件進行しており総額 800
万円近くのプロジェクト事業になっています。
◎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。

◎新入会員挨拶
株式会社　勿来製作所

代表取締役　金成　通太 様
　皆さん、こんにちは。勿来製作所の
金成と申します。父がチャーターメン
バーということで 50 年以上お世話に
なり本当にありがとうございました。

引き続き私も入会させていただくことになりました
のでご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
◎米山奨学生－朴相俊（パク・サンジュン）さん

　皆さん、こんにちは。私は韓国から
参りました。東日本国際大学経済経
営学部 3 年の朴相俊と申します。最
近暑い日が続きますがロータリーの
皆さんは体調管理は大丈夫でしょう
か。今日のテーマは私の人生の話で

す。7月 27 日に私は 31 歳になりました。私は何故日
本に来たのでしょうか。私の国は韓国で正しくは大
韓民国です。私の国は日本の隣にあります。面積は
小さい国ですが人口は約 5,000 万人で世界 27 位、Ｇ
ＤＰは世界 12 位です。首都はソウルで韓国の人達は
宗教の自由があり仏教が約 50 パーセント、キリスト
教は約 30 パーセントです。私は小さい時からキリス
ト教を信じていました。私は 1987 年 7 月 27 日にソ
ウルで生まれました。私は小さく生まれたために数
カ月間保育器で生活しました。私は長男ですが母は
男より娘が欲しかったようで子どもの頃からピアノ、
美術などを習わされました。もちろん男なので韓国
伝統武術であるテコンドーも学びました。高校時代
は受験勉強した記憶しかありません。2002 年の日韓
ワールドカップを切っ掛けに日本に興味を持ち始め
独学で平仮名とカタカナを勉強しました。大学 2年
の時兵役があり 4年半の海兵隊を経験しました。私
が日本に留学を決めた一番の理由は将来日韓友好を
高める仕事をするためです。私は福島県いわき市を
第二の故郷だと考えています。卒業まで 1年半とな
りましたが今より日本に対する韓国の認識がマイナ
スからプラスになる日まで私は頑張りたいと思いま
す。

ば幸いだと思います。9月 10 日に皆様をお待ち申し
上げております。宜しくお願いします。
◎米山功労賞表彰状授与
　会長より渡邉公平会
員へ米山功労者36回メ
ジャードナー表彰状を
差し上げますので前の
方へどうぞ。

◎各委員会報告
◇出席委員会
　　　　－藤田紀夫小委員長
　本日の出席状況は前頁下記の通り
です。
◇スマイルボックス委員会
　　　　　　　　　　－赤津善宣小委員長

・東京江戸川ロータリークラブ様の来
訪を歓迎して。米山奨学生朴相俊
（パク・サンジュン）さんの卓話を歓
迎して。新会員金成通太様の入会を
歓迎して。生駒、佐藤（政）、畠山、

冨澤、赤津（善）、富岡、清水、渡邉（公）、髙萩、山下、
吉野、藤田、岩本、鈴木（雅）、斉藤、中河、木村、
渡邉（貴）、川口、菅野、鈴木（修）、林、今泉各会
員及び鈴村会長、越田和副会長、木幡会長エレクト、
嵐幹事、星副幹事
・今回からお世話になります。　　　　金成通太会員
・東京江戸川ロータリークラブ岡本、須賀、関口、森
田の 4名で伺いました。宜しくお願いします。
東京江戸川ＲＣ　岡本様、須賀様、関口様、森田様

・中欧オペラフェスティバル 2018 盛会に終りました。
勿来ロータリークラブの皆様のお陰です。ありがと
うございました。　　　　　　　　鈴木（雅）会員
・誕生祝ありがとうございました。
佐藤（政）川口、荒川清、赤津（和）、橋本、今泉
各会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　小澤会員
・前回休んでごめんなさい。　　　細田、大平各会員
◇親睦活動委員会－林　毅彦小委員長
　親睦活動委員会より 8月の誕生者
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。橋本会員、川口会員、佐藤政
司会員、荒川清会員、赤津和三会員、
今泉会員おめでとうございます。

◇青少年奉仕委員会－斉藤隆委員
　いよいよ岡崎城西高校さんが来週
の 6 日から 9 日までお越しになりま
す。いろいろ私の方からお願いして
おりましたロータリーの会員の皆様
方にはご協力とご理解を賜りまして
厚く御礼申し上げます。城西高校か




