
9 月プログラム、いわき平東ロータリークラブから
年次計画書と週報、いわき桜ロータリークラブから
9月プログラム、ロータリーよりロータリアンの冊
子、いわき内郷ロータリークラブより 9月のプログ
ラムが届いています。
・本日例会終了後に理事会がありますので理事の方は
宜しくお願い致します。
・皆さんのボックスに当クラブの年次計画書と会員手
帳が入っておりますので、まだお取りになっていな
い方は宜しくお願いします。
◎ポール・ハリス、フェローバッチ贈呈
　国際ロータリーよ
りポール・ハリス・
フェローのバッチが
高萩勝利会員へ届い
ています。鈴村会長
よりお渡し致します
ので前の方へどうぞ。
◎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。

◎米山奨学生　朴相俊（パク・サンジュン）さん挨拶
　昨日まで台風で大変でしたが今日はとても良い天
気で嬉しいです。8月7日から9日まで首都圏の学生、
県内の学生と一緒にスタディツアーに参加し、福島
の復興がどの位進んでいるか研修しました。その中
で自分がリーダーになり今月 21 日に東京で発表会が
ありその準備をしています。9月 1日と 2日に米山奨
学生の研修が静岡県で行われました。カウンセラー
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◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。台風 21 号は
今年上陸した中で最大の台風となり、
関西空港などに、風と高潮による浸
水被害が発生しました。車の横転、
街路樹の転倒、家屋の屋根、看板が
飛び散る光景をニュースで見ていて、

多少なりとも恐怖を感じた次第です。9月 10 日㈪に
は東京江戸川ＲＣ創立 55 周年記念例会に行って参り
ます。参加者は会長、幹事をはじめ 7名で参加して
参ります。8月中は各種セミナーが開催されました。
時間の許す限りセミナーに参加された委員の方は報
告をお願いします。再来週の 9月 19 日㈬はガバナー
公式訪問であります。来週のリハーサルを始め、皆
さんご協力宜しくお願いします。本日は磐城農業高
校ＩＡＣの皆さんがお見えになっています。ＩＡＣ
年次大会、リーダー研修会、岡崎城西高校との交流
事業等の報告お願いします。
　最後に本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）君が来ています。後程奨学金を
お渡しいたします。私からは以上です。
◎幹事報告－嵐　繁雄幹事

・ガバナー事務局より青少年委員会の
お知らせが届いています。
・地区大会宿泊関係申し込み書変更の
お知らせが届いています。
・モンゴル芸能チャリティーコンサー
ト実行委員会のお知らせが届いてお

りますが参加するかは会長に判断していただきま
す。
・国際ロータリーより高萩勝利会員へ寄付のバッチが
届いています。後程会長よりお渡し致します。
・年次計画書と週報がいわき平ロータリークラブより
届いています。いわき平中央ロータリークラブから
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出席状況 正会員数　　　　　  56 名　　　　カード出席　　　　　　　　  3 名
 本日出席会員数　　　36名　　　　本日の修正出席率　　 　　72.22％
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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
－今月は識字率向上／ロータリーの友月間です－

　　　　

◎インターアクトクラブ活動報告
磐城農業高等学校　
　インターアクトクラブ
顧問　竹元　隆道 先生
２年　谷本花菜子 さん
１年　佐久間智美 さん

　勿来ロータリークラブの皆様、こんにちは。磐城
農業高等学校インターアクトクラブです。この度は
例会にお招きいただきありがとうございます。最初
にインターアクトクラブを紹介します。今年度は 1
年生 25 名、2 年生 3 名、3 年生 17 名の計 45 名の部
員で活動しています。例会は毎週木曜日の放課後に
インターアクトクラブの部室で行っています。活動
は祝日や長期休業中に主に行っています。これまで
の主な活動として 5月 5 日㈯植田商店会歩行者天国
の集客補助がありました。商店会の人達と協力しそ
れぞれ担当の仕事を行いました。5月 16 日㈬学校周
辺地域の清掃活動を行いました。6月 5日㈫リーダー
研修会で代表者 6名が会津に行きました。6月 24 日
㈰薬物乱用防止を呼びかける街頭キャンペーンがイ
オンいわき店で行われました。7月 22 日㈰いわき市
街頭献血キャンペーンがイオンいわき店で行われま
した。7月 24 日㈫いわき自然学校の夏まつりボラン
ティア体験に本校から 2名が参加しました。8月 2日
㈭、3日㈮インターアクトクラブ年次大会が岩瀬農業
高校で 2日間にわたり行われました。8月 7日㈫岡崎
城西高校と磐城農業高校とのインターアクトクラブ
交流事業が行われました。リーダー研修会には 1年
生 5名、2年生 1名、計 6名で参加しホスト校の会津
農林高校の皆さんを中心にリーダーとは何か、そし
てインターアクトクラブの誇りを教わりました。研
修ではインターアクト入門「やってみて誰もが手に
する宝」と題し、ひとりひとりが違うのは当り前と
いうこと、自尊心を無くし見失ってはいけないこと
を教えていただきました。8月 2 日、3 日に 1 年生 5
名で年次大会に参加しました。岡崎城西高校と磐城
農業高校インターアクト交流事業が 8月 7 日に本校
で行われました。本校から 20 名が参加、岡崎城西か
ら 40 名が来校しました。始めにＮＰＯ法人いわきオ
リーブプロジェクトの松崎さんを講師にお招きし、
オリーブについて学ぶことが出来ました。次に本校
のインターアクト部員が本校を案内する磐農見学ツ
アーを行いました。皆さん興味津々で聞いて下さい
ました。昼食は磐農と岡崎城西の生徒共同でカレー
を調理しました。とてもおいしいカレーが出来まし
た。午後からは未来会議を行い記念写真を撮影しま
した。

の鈴木雅之さんの代わりに佐藤政司さんが行ってく
ださり大変お世話になりました。
◎各委員会報告
◇出席委員会
　　　　 －藤田紀夫小委員長
　皆さん、こんにちは。本日の出席
状況は前頁下記の通りです。
◇親睦活動委員会－荒川清副委員長
　　皆さん、こんにちは。親睦活動委員会より今月
誕生日の方へ誕生祝を差し上げたいと思いますので
名前を呼ばれた会員
は前の方へどうぞ。
櫛田幸雄会員、高瀬
政男会員、冨澤藤利
会員、嵐繁雄会員お
めでとうございます。
◇米山記念会館研修報告－佐藤政司直前会長
　9月 1日と 2日に亘り米山梅吉記
念研修旅行に朴相俊君と行って参り
ました。奨学生の皆さんと交流が出
来て大変楽しかったです。
◇地区研修委員会報告
　　　　　　－鈴木雅之委員長

　9月 1 日福島のウィル福島で開催
されました。公共イメージの話とＩ
Ｔについての話 2点ございます。公
共イメージに関してはロータリー活
動をした際に多くのメディア等々ま
たは地域の皆様に発信していただき
たいとロータリーはこんな活動をし
ていますよと伝えていただきたいと

思います。公共イメージチームで幟を作りました。
いろいろな活動をする際に地域に奉仕するロータ
リーの幟を立て活動し、なお且つポリオ撲滅の募金
箱を預って参りました。ご協力宜しくお願い申し上
げます。
◎高萩勝利いわき分区ガバナー補佐よりガ
　バナー公式訪問についてご案内

　ガバナー公式訪問がいよいよ始ま
りました。昨日4日いわき内郷ロータ
リークラブを皮切りにいわき分区 10
クラブを平井ガバナーが訪問し公式
訪問となります。当クラブは 19 日㈬
になりますので皆さんのご協力を宜

しくお願いします。
◇スマイルボックス委員会－赤津善宣小委員長

・磐城農業高校インターアクトクラブ
の皆様の来訪を歓迎して。畠山、後
藤、赤津（善）、富岡、荒川（義）、
岩元、小澤、清水、高橋、渡邉（貴）、
藤田、岩本、荒川清、山下、蛭田、
斉藤、鈴木（修）、渡邉（公）、今泉、

大平各会員及び鈴村会長、木幡会長エレクト、嵐幹
事、星副幹事
・誕生祝ありがとうございました。

高瀬、冨澤、櫛田各会員び嵐幹事
・本日早退ごめんなさい。　　　　　鈴木（雅）会員
・前回休んでごめんなさい。

　赤津（善）、佐藤（政）田子、木村各会員




