
・仁愛から新春号が届いております。

・米山梅吉記念館より館報が届いております。

・なこそ授産所の高村さんの授賞記念祝賀会があり山

下社会奉仕委員長に対応していただきその時のプロ

グラムや礼状を只今回覧中です。

◎各委員会報告
◇出席委員会－菅野秀憲委員
　本日の出席状況は下記の通りです。

◇親睦活動委員会－荒川清副委員長
　皆さん、こんにちは。親睦活動委員会より観桜家

族例会についてお知らせをしたいと思います。出欠

が本日になっています。まだ数名の方が出欠を出さ

れていないので本日中に私の方へお知らせ下さい。

現在 22 名出席となっていますが例年よりは少ないと

思います。予定がつく方はどうぞ出席をよろしくお

願いします。観桜会に参加される方はホテルミドリ

に朝 7時ですのでお間違えのないようによろしくお

願いします。

◎いわき分区ゴルフコンペ案内
　　　　斉藤隆実行副委員長
　4月 21 日に開催されるいわき分

区ゴルフコンペの現在の状況を報

告いたします。平ＲＣさんが 6名、

平東ＲＣさんが 9名、平中央ＲＣさんが 3名、常磐

ＲＣさんが 4名、鹿島ＲＣさんが 4名、小名浜ＲＣ

さんが 27 名、当勿来ＲＣから 15 名の総勢 68 名 17
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　   　　 今泉　敏徳

◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。３月は役所年度で申します「年

度末」でございます。会員の皆様も何かと忙しい日々

ではないかと思います。4月 1日、新元号の公表を控

え専門家による考案、選定作業は最終段階を迎えて

いる様です。日本の元号で出典が確認できるものは

いずれも中国の古典から選ばれてきたが、今回は日

本古典の漢文から選ばれるのではないかとの期待が

高まっている様ですが・・・又は日本と中国両方の

古典にルーツを持つ元号となる可能性も取りざたさ

れているようです。皆さん如何でしょうか。本日は

ゲストに磐城農業高校インターアクトクラブの皆様

をお迎えしております。後程、国際理解研修会の報

告をお願いいたします。例会後、臨時クラブ総会を

開催いたしますのでよろしくお願いいたします。会

長報告は以上です。

◎幹事報告－嵐繁雄幹事
・ガバナー事務所より職業奉仕委員会セミナーの案

内が届いています。

・2019 － 20 年度地区委員任命及び地区名簿作成につ

いての案内が来ています。事務局の金成さんが対応

しています。

・希望の灯りプログラムから支援をいただいた皆様

へということで、礼状が届いております。

・東京臨海ロータリークラブの今井忠様からＩＭの

礼状と写真が届いております。

ゲスト
　　　磐城農業高等学校インターアクトクラブ

顧問　竹元　隆道　先生　　
部員　佐久間智美さん（1年）
〃  　蛭田圭一朗さん（1年）

　臨時総会

出席状況 正会員数　　　　　  56 名　　　　カード出席　　　　　　  　   6 名
 本日出席会員数　　　39名　　　　本日の修正出席率　　 　　81.82％

○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
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  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　奉仕の理想
－今月は水と衛生月間です－

4つのテスト
　　　佐藤　英二　会員

組のエントリーになりました。皆さんのご協力よろ

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
・磐城農業高等学校インターアクトクラブの皆様を歓

迎して。富岡、赤津（善）、冨澤、後藤、生駒、畠

山、細田、鈴木（雅）、髙萩、佐藤（英）、菅野、小

澤、斉藤、渡邉（貴）、清水、赤津（和）、蛭田、岩

本、大平、山下、鈴木（修）、中河、荒川清、今泉、

佐藤（政）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

・出席奨励賞ありがとうございました。荒川（義）会員

・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　川口会員

・前回休んでごめんなさい。

　　　　　佐藤（英）、田子各会員及び越田和副会長

・前立線肥大手術のため 3週間お休みさせていただ

きました。　　　　　　　　　　　　渡邉公平会員

◎青少年委員会－蛭田剛副委員長
　平成 30 年 12 月 9 日、10 日にい

わきグランパークホテルにて国際

理解研修会が行われました。本日

はこの時間を頂戴しまして、磐城

農業高等学校インターアクトクラ

ブの皆さんに報告をしていただきますのでよろしく

お願いします。

◎国際理解研修会報告
　　　磐城農業高等学校インターアクトクラブ

顧問　竹元　隆道 先生
部員　佐久間智美さん（1年）
〃 　蛭田圭一朗さん（1年）
　勿来ロータリークラブの皆

様こんにちは。磐城農業高等

学校インターアクトクラブの蛭田圭一朗と佐久間智

美です。本日はお招きいただきありがとうございま

す。今日はインターアクトクラブ後期の活動報告を

させていただきます。9月 14 日㈮から 27 日㈭まで自

然災害募金活動、9月 30 日㈰サンライフ湯本祭、10

月 6 日㈯赤い羽根共同募金、10 月 9 日㈫から 25 日㈭

まで学校内での赤い羽根共同募金活動、10 月 8 日㈪

植田商店街歩行者天国集客補助、10 月 14 日㈰はなま

る祭り、10 月 20 日㈯風と曇りの祭り、11 月 8 日㈭

通学路周辺清掃活動、11 月 24 日㈬インターアクト地

区青少年会議、12 月 9 日㈰街頭献血キャンペーン、

12 月 9 日と 10 日には国際理解研修、1 月 20 日㈰い

わき市街頭献血キャンペーン、2月 10 日㈰中止にな

りましたが、いわきサンシャインマラソンのボラン

ティアが予定されていました。2月 23 日インターシ

ティミーティング、3月 3日盲導犬ふれあい募金活動、

本日は 11 月 24 日に行われた青少年会議と 12 月 9 日

と10日に行われた国際理解研修について発表します。

会津風雅堂にて行われた青少年会議では 7校 34 人の

インターアクター、ローターアクトの 15 名、ライラ

の 1名、青少年交換留学生 3 名、米山奨学生 13 名、

計 21 のクラブが集まり各々意見を交換しました。海

外の方や他クラブの声を聞け大変勉強になりました。

続いて 12 月 9 日と 10 日に行われた国際理解研修に

ついて報告します。最初の講義はコミュニケーショ

ンワークショップでし

た。難民を知るワーク

ショップではシリアの

難民を深く知ることが

出来ました。シリアは

難民が一番多く年に約

250 万人も出しています。その中の約半分が18才未

満であることもわかりました。キャンプの中に学校

はありますが生徒と先生の割合が全て合っていない

現状を知りました。私はそんな状況下にいる子ども

達を助けてあげた

いと強く思いまし

た。英語力アップ

セミナーでは英語

を使うだけでなく、

人とコミュニケー

ションをとる上で

大切なことを 4つ

教えていただきました。人の目をしっかり見ること。

ニコニコしていること。うなずいたり反応を示すこ

と。なるほどと興味を示すこと。基本的なことです

が英語を使う時も必要になってきます。ゲームを行

い他校と協力しより良い交流が出来ました。いわき

総合高校ＪＲＣインターアクト顧問佐藤智子先生の

話を聞きました。佐藤先生は以前我校のインターア

クト顧問をしておりお世話になりました。佐藤先生

にはフィリピンの内状についてお話を聞きました。

この研修に参加し大変勉強になりました。皆様に感

謝申し上げます。

◎臨時総会
　岡崎南ロータリークラブとの「親善クラブ提携継

続調印」は満場一致で承認されました。




