
いわき平ロータリークラブ、いわき平中央ロータ
リークラブから届いています。
・東京江戸川ロータリークラブより 55 年の歩みと言
う冊子が届いており回覧中です。
・なこそ授産所へ先週会長と私でクリスマス家族例会
時に行いましたバザーのお金を届けました。その記
事が福島民報さんに掲載されましたので、そちらも
回覧中です。
◎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。
◇スマイルボックス委員会－赤津善宣小委員長
・優勝おめでとう。大坂なおみ様世界ランキング
NO1。富岡、後藤、赤津（善）、畠山、清水、菅野、
荒川清、渡邉（公）、大平、荒川（義）、今泉、林、
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
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　岩本会員
・前回休んでごめんなさい。細田、冨澤、吉野、藤田、
山下各会員及び越田和副会長、木幡会長エレクト
・過日はお見舞や励ましのお言葉をいただきありがと
うございました。　　　　　　　　　　　高瀬会員
◎クラブフォーラム（中間報告）

いわき分区ガバナー補佐
　髙萩　勝利

　半年を振り返り各クラブを訪問
したこと等報告申し上げます。1
昨年の 10 月 28 日から始まり 11
月 18 日、昨年 1 月 27 日の 3 回次
期ガバナー補佐予定者のセミナー

会  長　鈴村　正人

幹  事　嵐　　繁雄

ＳＡＡ　後藤　泰治

　   　　 今泉　敏徳

◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。本日はクラブフォーラムで
中間報告となっています。各委員会委員長さんよろ
しくお願いします。インフルエンザが相変わらず猛
威を奮っています。手洗い・うがいと健康管理には
充分注意して頂きたいと思います。1月 26 日㈯テニ
スの全豪オープン女子シングルス、大坂なおみ選手
が優勝しました。昨年の全米オープン初制覇に続く
四大会二連覇の快挙を達成し、アジア初の世界ラン
キング 1位になりました。これからしばらくは「な
おみの時代」だといわれています。先週の臨時理事
会で、「2019 年度の米山奨学生、世話クラブ引受け
の希望お伺い」につきましては、現在当クラブは
2018・2019 年度米山奨学生を引き受けている事から、
今回は希望を出さない事にしました。地区からの「地
区運営等に関するアンケート」調査の回答は理事の
皆様のお話しを、整理して 1月 25 日に郵送致しまし
た。会長報告は以上です。
◎幹事報告－嵐繁雄幹事
・ロータリーの日本財団より平成 30 年度の寄付者へ
の領収証が届いています。該当者のボックスに入れ
ておきましたのでよろしくお願いします。
・ガバナー事務所から第 2530 地区下期予定表が届い
ております。
・2019 年審議会決議案提出のお願いが届いています。
会長が対応致します。
・第 39 回ライラ研修会プログラムが届いています。
・いわき分区より後期行事予定表が届いています。
・ロータリーよりロータリアン誌が届いています。
・2月のプログラムがいわき平東ロータリークラブ、

　　クラブフォーラム（中間報告）
　
　

出席状況 正会員数　　　　　  56 名　　　　カード出席　　　　　　  　   9 名
 本日出席会員数　　　32名　　　　本日の修正出席率　　 　　75.93％

○例会日　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
○例会場　ホテルミドリ 〒 974 － 8261　ホテルミドリ内
 　　　　　　　TEL0246 － 62 － 3737

2018 － 19年国際ロータリーのテーマ

会報小
委員長

第 2762 回　例  会　平成 31年 1月 30日 ( 水・晴 )

  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
ロータリーソング　我等の生業
－今月は職業奉仕月間です－

4つのテスト
　　　赤津　善宣　会員

が福島で行われました。補佐の役割等びっしりと勉
強いたしました。そしていよいよ 7月から平井ガバ
ナーとの年度が始まり、いわき分区 10 クラブのガバ
ナー公式訪問が始まり無事終ることが出来ました。
後期の活動も楽しんで行いたいと思います。

会長　鈴村　正人
　昨年 7 月に、第 57 代会長を拝
命いたしまして 7か月が過ぎまし
た。例会の回数を昨年の 43 回か
ら経費削減等を考慮して 40 回に
減らしました。今日の例会で 22

回目（第 2762 回）を迎える事ができました。22 回の
例会の累計出席率はメーキャップを使用して 81.35％
です。目標の 80.0％以上は達成出来ていますが、今
後は若い会員の方の出席と出席率 0％の会員の最低
でも月 1回の出席を皆様方と共に奨励して行きたい
と考えています。会員増強に関しましては、現在の
会員数は正会員 56 名でございますが、会員増強委員
会中心に会員皆様の協力の下で、純増 2名の目標の
達成を進めて参りますのでよろしくお願い致します。
昨年の 8 月 6 日～ 9 日の 4 日間、岡崎南ＲＣとの間
で、地区補助金を利用して、「岡崎城西高校・磐城農
業高校 IAC交流事業」を実施致しました。9月 10 日
㈪には東京江戸川ＲＣ創立 55 周年記念例会に参加し
て参りました。姉妹クラブ、友好クラブとの親交を
深める事が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、成功裏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。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。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。後期も魅力あるクラブをめざし
て頑張って参りますのでよろしくお願い致します。
＊ＳＡＡ　後藤　泰治
　各委員会の報告がある場合は時前に私の方へ声を
掛けて下さい。よろしくお願いします。
＊クラブ奉仕第一委員会　委員長　木幡　智清
　各委員会と連携を図り楽しい活動を行っています。
また、活力あるクラブを目指しています。
＊職業分類委員会　小委員長　本間　敏一
　時勢に合わせた分類表を作り会員増強の資料とす
る所まで行っておらず検討中です。
＊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に沿ってそれぞれの委員
会は独自に行動計画を立案して参りました。
＊出席委員会　小委員長　藤田　紀夫
　会員へ出席奨励賞を贈り、出席率向上を図りまし
た。他クラブへのメークアップを奨励いたしました。

＊プログラム委員会　委員　鈴木修一郎
　会員のためになる魅力ある楽しい企画運営に努め
て参りました。
＊クラブ会報委員会　小委員長　今泉　敏徳
　例会ごとに写真撮影、録音などの記録を行い会報
を発行しております。
＊雑誌広報委員会　小委員長　荒川　　清
　ロータリー活動の理解、公共イメージと認知度の
向上を図るということで取組みをしております。
＊スマイルボックス委員会　小委員長　赤津　善宣
　例会回数が少なくなりましたが、各委員会の皆様
から暖かいご協力をいただき、年間目標額 150 万円
に対し半期では 57 パーセント達成出来ました。
＊親睦活動委員会　小委員長　林　　毅彦
　会員同士の親睦の向上と会員家族や新入会員との
友好理解を深めることが出来る活動を行いました。
＊社会奉仕委員会　小委員長　山下　喜一
　思いやりの心を持ち他人や社会に尽くすことを念
頭に地域社会に対する奉仕とＰＲを心掛けて活動い
たしました。
＊国際奉仕委員会　副委員長　鈴木修一郎
　国際交流により世界平和への貢献を目指すのが目
的で本年度はポリオ撲滅の支援と米山奨学生との連
携を図っています。
＊青少年奉仕委員会　代行　嵐幹事
　磐城農業高校インターアクトクラブに対して支援
活動を行いました。「いわき・岡崎インターアクト交
流事業」を 8月に行い双方の親睦を図りました。
＊ロータリー財団委員会　小委員長　清水　信弘
　ロータリー財団活動方針を理解していただき、財
団プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成に
努めております。
＊米山記念奨学会　小委員長　富岡　幸広
　分区内では当クラブは一番協力をしているクラブ
であると思っていますが、本部からはまだまだ協力
をお願いしたいと要請が来ていますのでよろしくお
願いします。
＊会計　委員長　畠山　禎昭
　7 月から慣れない中なんとか皆様のご協力で半年
やってくることが出来ました。予算計画に基づき適
正に行っています。
＊ＩＴ委員会　委員長　大平　伸人
　第 2530 地区の地区運営と（戦略＆ＩＴ）委員会の
指針に沿ってＩＴスキルの向上に努めています。ホー
ムページの刷新、マイロータリーの登録 50 パーセン
ト、オンラインツールの利用を進めています。




