
◎幹事報告－嵐　繁雄幹事
・米山記念奨学会よりハイライト米
山 220 番が届いています。

・ガバナー事務所より米山記念奨学
生による体験発表会のご案内が届
いています。

・いわき鹿島ロータリークラブから
年次計画書が届いています。
・ロータリーの日本事務所からポール・ハリス・フェ
ローの感謝状が届いております。
・東京江戸川ロータリークラブから創立 55 周年記念
例会に参加した礼状と写真が届いています。
・いわき市から市民総ぐるみ運動の実施について案内
が届いています。
・いわき平ロータリークラブより年次計画書、週報が
届いております。只今回覧中です。
・例会終了後にミドリの前で平井ガバナーと記念写真
を撮影したいと思いますのでよろしくお願い致します。
◎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。
◇青少年奉仕委員会－高橋伸安委員長
　9月 14 日㈮に地区の青少年セミナーが開催されま
したので報告致します。セミナーには私と副委員長
の蛭田会員で出席致しました。平井ガバナーはじめ
青少年奉仕相談役の渡邉公平パストガバナーと高萩
ガバナー補佐他地区の役員の方々が参加しセミナー
が開催されました。現在青少年奉仕委員会はインター
アクト委員会、ローターアクト委員会、ライラ委員
会の 3つの委員会で構成されています。青少年奉仕
の役割青少年奉仕活動は青少年が指導力育成活動や
社会奉仕や国際奉仕プロジェクトそして世界平和と
異文化を理解するプログラムに参加する様々な活動
を体験することで、その育成を促しその資質を高め
ることにあり、その青少年が将来ロータリアンにな
ることを望まれています。
◇親睦活動委員会－林毅彦小委員長
　親睦活動委員会より家族例会観月会のお知らせを
します。9月 30 日㈰ 18 時 30 分よりいわき健康セン

◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。本日は当ク
ラブのガバナー公式訪問でありま
す。第2530地区ガバナー平井義郎様、
地区幹事の鈴木和夫様に御来訪頂い
ております。いわき分区におかれま
しては 10 クラブ中 7 番目の訪問と

伺っています。平井義郎ガバナーには大変お忙しい
中、早朝から会長・幹事との懇談会、及びクラブ協
議会にご参加頂きました。クラブの現況報告と会長
方針、各委員会の年次計画の発表をお聞き頂き、貴
重なアドバイスを受けたところであります。これか
ら通常例会に入りますが、後ほどガバナーには卓話
をお願い致しますがよろしくお願いします。会長報
告に入ります。先週 9 月 12 日㈬午後 6 時 30 分から
いわき分区ＩＭの第 1回実行委員会（企画会議）が
開催されました。9月 13 日㈭には第 3回いわき分区・
幹事会が開催されました。協議事項は新会員合同研
修セミナーが 11 月 13 日㈫クレールコート内郷館で
開催されます。研修内容は 4～ 5 人のグループでフ
リートーク方式を考えているようです。当クラブか
ら今回は 7名でしょうか。ぜひ参加願います。モン
ゴル伝統芸能 2018 チャリティーコンサートの後援に
ついていわき分区 10 クラブが後援となっています。
いわき分区ＩＭの日程、登
録者数の確認、その他人頭
分担金、第 2530 地区会計
が不明瞭地区委員の選任方
法等について質問がありま
した。会長報告は以上です。
◎ポール・ハリス・フェローバッチ贈呈
　ポール・ハリス・フェローのバッチが届いており
ますので鈴村会長よりお渡し致します。名前を呼び
ますので前の方へどうぞ。荒川清会員、林毅彦会員、
生駒祐健会員、佐藤政司会員、冨澤藤利会員、山下
喜一会員に届いています。また、ＰＨＦ＋ 1で櫛田
幸雄会員、佐藤英二会員、高瀬政男会員、丹野富二
男会員、富岡幸広会員、次にＰＨＦ＋ 2で本間敏一
会員に届いています。おめでとうございます。

会  長　鈴村　正人

幹  事　嵐　　繁雄

ＳＡＡ　後藤　泰治

　   　　 今泉　敏徳

ガバナー公式訪問
第2530地区ガバナー　平井　義郎 様

地区幹事　鈴木　和夫 様

出席状況 正会員数　　　　　　  56 名　　　　カード出席　　　　　　　   1 名
 本日出席会員数　　　　41名　　　　本日の修正出席率　　 　77.78 ％
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ロータリーソング　我等の生業
－今月は識字率向上／ロータリーの友月間です－

4つのテスト
　　　　鈴木　修一郎会員

  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

ターで観月会を行います。出欠は現在 35 名となって
います。今日が締切りですので忘れずに私へご連絡
下さい。当日例会は 18 時 30 分からですがバスが 18
時にホテルミドリ出発になっています。よろしくお
願いします。
◇スマイルボックス委員会－赤津善宣小委員長
・本日はガバナー公式訪問です。よろしくお願いします。

第 2530 地区　ガバナー　平井　義郎 様
　地区幹事　鈴木　和夫 様

・今年 1年よろしくお願いいたします。
いわき分区　ガバナー　高萩　勝利 様

　分区幹事　川口登志雄 様
　分区会計　星　　行夫 様

・平井義郎ガバナーの来訪を歓迎して。
荒川（義）、清水、中河、岩本、小澤、藤田、渡邉（貴）、
林、鈴木（雅）、富岡、高橋、鈴木（修）、岩元、佐藤（政）、
影山、畠山、斉藤、赤津（善）、生駒、今泉、本間、大平、
渡邉（公）、山下、冨澤、赤津（和）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
・福島県シルバー展絵画の部で家内が福島県教育委員
会教育委員長賞を受賞しました。　　　　高萩会員
・川口登志雄御夫妻金婚式おめでとうございます。

高萩会員
・出席奨励賞ありがとうございました。　　川口会員
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　菅野会員
◎ガバナー補佐挨拶

　いわき分区ガバナー補佐
高萩　勝利 様

　本日はガバナー公式訪問です。平
井ガバナーはロータリーを熟知して
いる方です。私も含め会員の皆様も
よくガバナーのお話をお聞き下さ

い。よろしくお願いします。
◎ガバナー挨拶

　第 2530地区　ガバナー
平井　義郎 様

　皆さん、こんにちは。紹介をいた
だきました福島中央ロータリークラ
ブ所属の平井義郎と申します。本日
はガバナー公式訪問でお伺いさせて

いただきました。勿来ロータリークラブさんへは今
まで 2回、今日 3 回目の訪問になります。先程鈴村
会長が点鐘した鐘は日本のロータリーができて 100
周年を記念しまして各地区 1 つ贈呈される物です。
東京ロータリークラブは米山梅吉さんによってつく
られ 1920 年 10 月 20 日に 1 回目の例会を開催した流
れで来年に 100 周年を迎えます。それと 7月の西日
本豪雨災害について各クラブにご協力をお願い致し
ました。被災地区が 8 地区あり、第 2650 地区福井、
京都、奈良へ 50 万円、第 2670 地区愛媛、香川、高
知、徳島へ 150 万円、第 2690 地区岡山、島根、鳥取
へ 150 万円、第 2710 地区広島、山口へ 150 万円、第
2730 地区鹿児島、宮崎へ 150 万円と被害に分けて送

金し各地区から御礼の言葉をいただいております。
そして今回の北海道地震ということで皆さんに負担
ばかりかけてはと相談し地区の復興基金の中から出
すと決めて先日送金させていただきました。最近災
害が非常に大きくどこまでどうしたら良いのか悩ん
でいるところです。その時の状況を見ながら対応す
るしかないと考えています。本日はガバナー公式訪
問ですが公式訪問の役割があり述べさせていただき
ます。ガバナーは個々のクラブ例会や複数クラブの
合同例会を利用して、地区内の全クラブを訪問しま
す。公式訪問の主な目的は会員の皆様の意欲を高め
支援を提供することです。また、クラブに対する支
援があります。訪問したクラブの支援、相談し解決
するのが自分達の役割となっています。ガバナーの
第一の役割はクラブへのサポートです。奉仕プロジェ
クトへの参加意欲を喚起し、クラブ活動を地域社会
に紹介するようにして下さい。これが広がればロー
タリークラブの良い風評が広がり会員増強に役立ち
ますし、皆さんの評価も上がりさらにも増して活動
ができるということになります。それから入会者に
とって魅力があり現会員が満足できるような活気あ
るクラブをつくることを応援しなければならないと
いうことです。現会員の為の活気あるクラブ運営と
してクラブ受け入れ体制の見直し「こころみを試し
てみる」ことが大事です。ロータリーは実験室です。
様々な方の集まりですのでこれだということはあり
ません。人々のご意見を尊重し失敗しても責めず次
に向かうことが大事なことです。また、ロータリー
の重要な問題に関心を高めるのも私の役割です。私
の計画にもありますが少子化問題があります。高齢
化問題において世代交代をうまくできるかがありま
す。日本中の全ての団体で同じような問題をかかえ
ています。30 年、50 年、100 年先を見据えて会員増
強を続けその分岐点にある私達は継続するために今
踏ん張らなけばいけない状況にあるということをご
理解いただきたいと思います。ロータリークラブは
各クラブが独自の奉仕活動を行っていてロータリー
全体として何をやっているのかポイントが薄くなっ
ていると言われています。共通の目標として上げら
れているのがポリオ撲滅です。3 年前には 3 カ国で
の 47 症例、2年前には 2カ国で 32 症例、今年は 8月
末 2カ国 14 症例で確実に減っています。ゼロが 3年
続かないと撲滅宣言が出せないことになっています。
ゼロの 3年間まで支援することになっています。今
年度ＲＩ会長はバリー・ラシンさんでバハマの方で
す。人口 80 万位の島で地球温暖化で海面上昇のため
会長さんが住んでいる島は 50 年後になくなるだろう
と言われております。その中で環境保全活動をこれ
からしなければならない。福島県では 11 月 24 日㈯
に第 1 回福島県植樹祭を実施予定です。バリー・ラ
シン会長は国際ロータリービジョンをつりくました。
私達ロータリアンは世界で地域社会で自分自身の中
で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り
合って行動する世界を目指しています。




