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後藤、荒川（義）各会員

がとうございました。

勝利様

・いわき経済同友会から 11 月の創

・前回休んでごめんなさい。

立記念講演会開催のお知らせが届

ブから新入会員 10 名参加で出席

田子、小澤、中河各会員
荒川義次会員

8 月 15 日に米国、布哇州のオア

致します。会長と私も同行致しま

フ島ホノルルのカハラサンライズ

す。

ロータリークラブに参加いたしま

・11 月 23 日に地区大会が開催されます。24 日が本会

した。例会の会場は、ワイキキの東、

議になります。ホテルミドリを朝 6 時出発予定です。

ダイアモンドヘッドを越えたカハ

会員 17 名、前日から参加が会長以下 6 名計 23 名、

ラにあります。ソニーオープンの

またインターアクトクラブから先生 1 名部員 3 名で

会場になっているワイアラエカントリークラブのク

調整中です。

ラブハウスで、朝の 7 時 30 分よりライアンカワモト

◎各委員会報告
◇出席委員会
−藤田紀夫小委員長

会長のもとで例会が開催されました。その時のスピー

本日の出席状況は前頁下記の通り

参りました大平伸人です。いわき勿来は東京の北 200

です。出席奨励賞は 21 日にお渡し

㎞に位置しています。私たちは、56 名のメンバーで

致しますのでよろしくお願いします。

構成しています。いわき勿来は、今から 950 年前、

◇親睦活動委員会−林

鎌倉時代の源頼家で有名です。源頼家は、 勿来の関

キングをご報告いたします。
私は日本の＃ 2530 地区いわき勿来ロータリーから

毅彦小委員長

す。冬の気配が感じられる、こん

皆さん、こんにちは。9 月にガバ

親睦活動委員会より今月の誕生

を作りました。私たちのクラブのバナーには、彼の

な意味を持っているそうです。朝

ナー公式訪問がございました。平井

者へ誕生祝を差し上げたいと思い

兜が描かれています。映画「フラガール」は、初期

晩の寒さを感じる今日この頃であ

ガバナーがいわき勿来ロータリーク

ます。名前を呼びますので前の方

のハワイアンセンターのダンサーの活躍の物語です。

りますが 2 月 4 日の立春の前日ま

ラブを訪問した際に皆さんにお会い出来て非常に嬉

へどうぞ。後藤泰治会員、荒川義

その現代のフラガール達は、オアフ島にフラ、タヒ

でを「冬」とされています。本日は、第 2 回目のい

しかったと連絡がありました。本日は私 2 回目の訪

次会員おめでとうございます。

チアンダンスを勉強に幾度も訪れ、その文化を日本

わき分区ガバナー補佐表敬訪問でございます。高萩

問になります。私の役目はカバナーや地区と各ロー

に紹介しています。2016 年 10 月 26 日にこのカハラ

ガバナー補佐、ご指導の程よろしくお願いいたしま

タリークラブの連携役です。私は入会が 2001 年です

サンライズロータリーのミーティングに参加し、そ

す。11 月 3 日㈯、双葉町から東京江戸川ロータリー

ので入会歴 18 年です。今月 13 日内郷クレールコー

の時に実家で醸造している

クラブへ感謝状が贈呈されました。私が代理で受け

トにおいて新会員セミナーが開催されます。常磐Ｒ

することをお約束いたしました。これがそのお酒 い

取りました。11 月 4 日㈰には「第 1 回ふくしま植樹

Ｃの橋本さん、小名浜ＲＣの比佐さん、平中央ＲＣ

わき浪漫

祭」が南相馬市鹿島区北海老地内で開催されました。

の中田さんに講師になっていただきます。これはロー

酒造は、私の弟が 9 代目として受け継いでいます。

岩元環境委員長が報告予定でしたが今日は生業の関

タリーリーダーシップ研究会と呼ばれるものです。3

少し甘口の飲み口です。火力発電、化学工業、製紙、

係でお休みですので私が変わって報告いたします。

つのテーブルでディスカッションをする予定です。

etc 私たちはいろいろな業種に携わっています。2011

岩元委員長、阿賀冠委員、と私 3 名で参加して参り

是非出席くださるようよろしくお願いします。

年 3 月 11 日に私たちは、あの東北大震災を経験いた

ました。県内外から 3,000 人が参加して「未来へつ

◎米山奨学生
奨学金贈呈

なぐ希望の森林（もり）づくり」をテーマに東日本

朴相俊（パク・サンジュン）さんへ

酒

をお土産にお持ち

です。実家の蔵の創業は、1712 年です。

◇スマイルボックス委員会−赤津善宣小委員長

しました。私たちの地区でも、多くの企業が大津波

・いわき分区ガバナー補佐高萩勝利

や地震を被災いたしました。私たちは、徐々に復興

様の来訪を歓迎して。富岡、赤津

してきています。国際ロータリークラブを通して、

さんへ米山奨学金を

（善）、畠山、冨澤、後藤、佐藤（政）、

世界中のロータリアンより御支援をいただき大変あ

た植樹活動を進めている歌舞伎俳優市川海老蔵さん

鈴村会長より贈呈い

細田、清水、大平、岩本、山下、

りがとうごさいました。皆様の御支援のお陰で、私

も事業に参加していました。阿賀冠委員も大活躍で、

たしますので前の方

渡邉（公）、鈴木（雅）、木村、蛭田、

たちの町、私たちの地区、私たちの自然が徐々にレ

ゲストとして参加した

へどうぞ。

渡邉（貴）、林各会員及び鈴村会長、

ストアしています。私たちの企業は、未来に向かっ

震災の津波被災地でクロマツなどの苗木約 27,000 本

米山奨学生朴相俊

を植栽しました。「ABMORI（エビモリ）」と銘打っ

ミス日本みどりの女神

野

中葵さん須賀川市出身と記念写真を撮るなど交流を
図っていました。
米山奨学生の朴相俊（パク・サンジュン）君が見
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越田和副会長、木幡会長エレクト、嵐幹事、星副幹

て頑張っています。皆様の御支援ありがとうござい

事

ました。子供たちの教育、チャリティー、環境保護

・本日はどうぞよろしくお願い致します。

妻の葬儀に御会葬いただきまして

えています。後ほど奨学金をお渡しいたします。会

誠にありがとうございました。心よ

いわき分区ガバナー補佐

長報告は以上です。

り御礼を申し上げます。本当にあり

出席状況
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本日出席会員数
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本日の修正出席率

6名
78.85％
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あなた方の活動を拝見いたしております。とても素
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晴らしい活動をされています。カハラにまた戻った
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星

ら、サンライズミーティングに出席させていただけ

・誕生祝ありがとうございました。
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活動などをホームページ、フェースブックを通して、
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ませんか？
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