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ロータリーの目的

相俊（パク・サンジュン）さん

皆さん、明けましておめでとうご
ざいます。平成 31 年、平成元号最
後のお正月、皆様如何お過ごしでし
たか。朝夕は少し冷え込んだ時もあ
りましたが、穏やかな三カ日ではな
かったでしょうか。会員の皆様方にはご家族お揃い
で健康で明るい新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。5 月 1 日から新元号に切り替わることが決
まっています。新元号に私たち日本の「希望」を託
したいものです。皆様のテーブルに栄養ドリンクを
用意いたしました。この 1 年が素晴らしい年であり
ます事と、皆様のご健康を祈
念いたして乾杯をいたしたい
と思います。 乾杯 クリス
マス家族例会のバザー結果を
ご報告致します。皆様のご浄
財 で 40,410 円 の 収 益 金 と な
りました。後程の理事会に使い方を図りたいと思い
ます。1 月 30 日㈬の例会はクラブフォーラムを開催
いたします。今年度の中間報告を行います。各委員
長さんよろしくお願いします。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。会長報告は以上です。

◎表彰状授与

先日の地区大会で表彰状を預って参りました。お
渡し致しますので前の方へどうぞ。ポール・ハリス・
フェロー荒川義次会員、同じく川口登志雄会員、同
じく越田和俶充副会長、同じく嵐繁雄幹事おめでと
うございます。続いてマルチプルポール・ハリス・フェ
ローで清水信弘会員、同じく赤津善宣会員、続いて
マルチプルと米山功労賞で高萩勝利会員、同じく米
山功労賞第 6 回で本間敏一会員、同じく米山功労賞
メジャードナー第 17 回で後藤泰治会員、続いてマル
チプルポール・ハリス・フェロー表彰が鈴村正人会
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米山奨学生

◇親睦活動委員会−林毅彦小委員長
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鈴村

正人会長

−今月は職業奉仕月間です−

長に届いています。以上皆様おめでとうございます。

◎米山奨学生
奨学金贈呈

朴相俊（パク・サンジュン）さんへ

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。

◇スマイルボックス委員会−赤津善宣小委員長

・新年あけましておめでとうござい
ます。皆様が今年 1 年健康でお過
ごしなされますようお祈り申し
上げます。富岡、鈴木（修）、赤
津（善）、後藤、冨澤、蛭田、山
下、高萩、生駒、佐藤（政）
、清
水、吉野、高橋、小澤、岩元、藤田、鈴木（雅）、
渡邉（公）、本間、丹野、田子、荒川（義）、林、岩
本、斉藤、荒川清、赤津（和）、中河、今泉、川口
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。
赤津善宣会員
・本日早退ごめんなさい。
畠山、菅野各会員
・前回休んでごめんなさい。
木幡会長エレクト
・12 月の出席奨励賞ありがとうございました。
木幡会長エレクト
・御会葬ありがとうございました。
細田誠一会員

◎新年を迎えての抱負

◎幹事報告−嵐繁雄幹事

・ 国際ロータリーより 2021 − 2022
年度ガバナー選出の件でいわき小
名浜ロータリークラブの現会長で
ある志賀利彦さんに決まりました。
・ 後期地区委員会総会の出欠につい
てのお願いと第 6 回諮問委員会並びに後期地区委員
会総会の案内、ガバナー補佐会議の案内が届いてい
ます。
・会長エレクト研修セミナーの案内も届いています。
・ロータリーよりロータリアン誌が届いています。
・日本モンゴルハッピー協会から 2018 年開催の御礼
が届いています。
・地区要覧が届いています。
・広告関係が届いていますのでこれも回覧中です。
・いわき平東ロータリークラブより 1 月のプログラム、
年賀状が前澤裕子様となこそ授産所様から届いてい
ます。
・いわき平ロータリークラブより週報と 1 月のプログ
ラムが届いております。
・前回のＩＭの報告書を只今回覧中です。今年は当ク
ラブがＩＭ担当になっておりますのでご覧下さい。
・本日例会終了後に理事会がありますので理事者の方
は出席よろしくお願いします。

◎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。

カード出席
本日の修正出席率

1 月の誕生日の方をご紹介いたし
ます。赤津善宣会員前の方へどう
ぞ。おめでとうございます。

5名
85.19％

会長 鈴村 正人
新年明けましておめでとうございます。皆様には
新春を健やかにお迎えのことと心よりお慶び申し上
げます。昨年 7 月に、第 57 代会長を拝命いたしまし
て半年が過ぎました。就任間もなく地区補助金を利
用しての、磐城農業高校・岡崎城西高校インターア
クトクラブ交流事業を 8 月 6 日〜 9 日に開催致しま
した。準備等を含めて慌ただしい中でしたが、両校
のＩＡＣクラブ生徒、岡崎ＲＣの皆さんと素晴らし
い交流会が無事終了した事をうれしく思っています。
9 月に予定していました観月家族例会が台風の影響で
中止となりましたことが心残りであります。12 月の
クリスマス例会と家族懇親会には多くの家族の方が
参加頂き成功裏に開催することが出来ました。親睦
委員会の皆さまには改めて感謝申し上げます。その
他の例会、委員会活動につきましては会員皆様の協
力のもと、年次計画の通り実行できたと思っていま
す。さて、2 月 23 日㈯にはいわき分区ＩＭが控えて
おります。ホストクラブといたしまして是非成功裡
にもって行きたいと思っています。皆様方のご協力
をお願い致します。この後、鈴木（修）ＩＭ実行委
員長のから日程、プログラム、組織についての説明
があります。多くの参加をお願いします。後半の中で、
移動例会を考えております。例会場は「勿来の関吹
風殿」を予定います。ＳＡＡ、プログラム委員会と
相談して進めたいと思います。4 月 7 日には観桜家
族例会が予定されています。うまく桜前線と会うこ
とを期待しています。多くの会員、家族の参加をお
願いします。5 月 18 日㈯には地区研修・協議会が行
われます。この行事は次期木幡会長エレクトの出番
でございます。次年度委員長の参加をお願いします。

その他に、いわき分区ゴルフコンペ、北茨城、高萩
ＲＣ共催の中学校ソフトテニス大会、6 月には会長杯
ゴルフコンペ等が計画されています。そして、各委
員会行事と・・・こうして、見てみますと結構行事
も残っています。中々息は抜けないかなと感じてお
ります。後期も魅力あるクラブ、明るく楽しいクラ
ブをめざして頑張って参ります、どうか後期も皆様
のご協力、よろしくお願い致します。
会長エレクト 木幡 智清
今年の目標は、皆さんが築いてき
ました融和と楽しいクラブ活動の継
承と出席率の向上に努めて参りま
す。また、3 月には会長エレクト研
修会が開催されます。しっかりと勉強して参ります
のでよろしくお願いします。
副会長 越田和俶充
私としては抱負というよりも今ま
での反省をし、活動したいと思いま
す。11 年在籍していますが出席率
が悪かったので自分の出席率を高く
するのが目標です。
幹事 嵐
繁雄
幹事というのは誰も初めてで、何もわからず進ん
で行くものです。様々な行事にぶつかることに経験
していないものですから、過去はどうだったか等調
べたり聞いたりして行っています。後期は鈴村会長
を支えてスムーズに会が運営出来るようにしたいと
思いますので皆さんのご協力よろしくお願いします。
副幹事 星
行夫
来年幹事として木幡会長を支えな
がら上手にロータリー活動を行いた
いと思っています。今年度は鈴村会
長と嵐幹事の下で勉強させていただ
いている状態です。私はロータリー
歴が浅いので皆様のご協力をいただかないとうまく
運営が出来ないと思います。ご協力よろしくお願い
します。
米山奨学会 朴
相俊さん
韓国ではボチスープを食べて新年
を迎える文化があります。今年の私
の目標は無事に就活を終り来年卒業
したいと思います。あと 1 年皆様と
良い時間を過ごしたいと思います。

◎ＩＭ開催へのご協力願い

いわき分区ガバナー補佐 高萩 勝利
2 月 23 日にインターシティミー
ティングが開催されます。是非皆様
のご協力をいただきンターシティ
ミーティングを成功させたいと思い
ますのでよろしくお願いします。

鈴木修一郎ＩＭ実行委員長

2 月 23 日のＩＭは当クラブが
ホストクラブです。皆さんのご協
力をいただきながら成功させたい
と思います。2 月 23 日場所はや
またまやで登録が 12 時 30 分、開
会点鐘が 1 時からになっています。タイムスケジュー
ルは 1 部、2 部、3 部にわかれており、その後に当ク
ラブの反省会を予定しています。資料には皆様の役
割分担も出ていますので是非ご協力をお願いします。

