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第 2530 地区

いわき勿来ロータリー・クラブ
○例会日
○例会場

2018 − 19 年国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう

第 2748 回

例 会

繁雄

ＳＡＡ 後藤

泰治

会報小 今泉
委員長

敏徳

我等の生業

−今月は識字率向上／ロータリーの友月間です−

◎会長報告−鈴村正人会長

皆さん、こんにちは。9 月に入ると天候不順が続
き、自称農業を業とする冨澤会員にとっては収穫に
影響がでてきていると嘆いているようです。一昨日
の 9 月 10 日㈪に東京江戸川ロータリークラブ創立 55
周年記念例会に参加して参りました。東京江戸川Ｒ
Ｃ会員数は 49 名でありますが、姉妹クラブ台北東Ｒ
Ｃをはじめ 223 名の参加者のもと、かくも盛大にま
た楽しい例会と祝賀会でありました。9 月 19 日㈬は
ガバナー公式訪問であります。本日はリハーサルを
行いますが、皆様方よろしくお願いします。

繁雄幹事

・地区ガバナー事務所から会員増強拡大ロータリー情
報委員会のクラブの今後について案内が来ています。
・勿来ひと・まち未来会議からご挨拶と会費納入のお
願いが届いています。
・いわき小名浜ロータリークラブより年次計画書が届
いています。
・ガバナー事務所から地区大会ＲＩ会長代理決定につ
いて通知が届いています。
・北海道地震への義援金送付について届いています。
・いわき桜ロータリークラブから年次報告書と週報が
届いています。全て回覧中ですのでこ覧下さい。
・いわきの街をきれいにする市民総ぐるみ運動につい
てお願いが届いています。回覧中です。

◎各委員会報告
◇出席委員会
−藤田紀夫小委員長

ロータリーの行動規範
鈴木 雅之 会員
を呼びますので前の方へどうぞ。赤津善宣会員、高
萩勝利会員おめでとうございます。

◇親睦活動委員会−林
月初めに誕生祝を
お渡し出来なかった
会員へ本日お渡し致
します。生駒会員、
中河会員前の方へど
うぞ。おめでとうご
ざいます。

毅彦小委員長

◇セミナー報告−高萩勝利いわき分区
ガバナー補佐

ディスカッションリーダー会議
に出席して参りました。いわき分
区から小名浜ロータリークラブの
比佐会員、常磐ロータリークラブ
から橋本会員が出席されました。
講師の先生は埼玉県吉川ロータ
リークラブの中村靖治さんでした。中村さんはＲＬ
Ｉ日本支部ファシリデーター委員会委員長です。内
容は 4 名 3 組に別れお配りした資料の①、②、③に
ついて各 20 分話し合いました。リーダーは語るな語
らせろという話でした。

◇骨髄バンクについて
−生駒祐健会員

骨髄バンクを支援するチャリテ
ィーコンサートが来る 9 月 24 日㈪
いわきアリオス小ホールで行われま
す。入場券が 3,000 円になっていま

本日の出席状況は下
記の通りです。なお、
出席奨励賞を差し上げ
たいと思います。名前

正会員数
本日出席会員数

幹 事 嵐

平成 30 年 9 月 12 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング

「ガバナー公式訪問リハーサル」

出席状況

正人

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
ホテルミドリ
〒 974 － 8261 ホテルミドリ内
TEL0246 － 62 － 3737

クラブフォーラム

◎幹事報告−嵐

会 長 鈴村

す。ご協力を宜しくお願いします。

◇セミナー報告−鈴村正人会長

奉仕プロジェクト合同セミナーが 9 月 2 日㈰磐梯

56 名
43 名

カード出席
本日の修正出席率

1名
80.00％

熱海で開催されました。午前 11 時開会点鐘で午後 4
時頃まで行いました。社会奉仕委員会では猪苗代湖
水草回収ボランティア活動についての説明と協力依
頼がありました。当クラブでは 10 月 14 日㈰を予定
していますので大勢の参加宜しくお願いします。そ
れから第 1 回福島植樹祭が今年からあります。11 月
4 日㈰南相馬で開催予定で第 2530 地区も後援するこ
とになっています。

◇スマイルボックス委員会−赤津善宣小委員長

・ 来週はガバナー公式訪問です。出席率を高めましょう。
佐藤（政）、鈴木（雅）、畠山、後藤、生駒、高萩、
赤津（善）、冨澤、金成、荒川（義）、清水、富岡、
渡邉（公）、山下、小澤、高橋、岩本、蛭田、木村、
渡邉（貴）、藤田、林、今泉、大平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
・誕生祝ありがとうございました。生駒、中河各会員
・出席奨励賞ありがとうございました。
赤津（善）、高萩各会員
・本日早退ごめんなさい。
斉藤会員
・前回休んでごめんなさい。
生駒、細田、菅野、中河、橋本各会員及び越田和副
会長

クラブフォーラム（ガバナー公式訪問リハーサル）

☆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、気品風紀
子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
踏まえ直面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勢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
会員選考増強拡大、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、出席率向上を目指す。
☆プログラム委員会
委員 鈴木修一郎
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
副委員長 渡邉 貴志
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
小委員長 荒川
清
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図ります。
☆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
い事等を通じ、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
副委員長 荒川
清
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 小澤 啓一
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
幹 事 嵐
繁雄
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設公園等の
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
委員長 鈴木 雅之
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。さらにロータリークラブとし
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
委員会 大平 伸人
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。

