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2018 − 19 年国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう

会 長 鈴村

勝利 様

会員

平成 31 年 4 月 17 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング

◎会長報告−鈴村正人会長

奉仕の理想

博

申し上げます。4 月 4 日に会長幹事会がありアンケー

会が休会でありますので、平成元号最後の例会にな

ト調査をいただき、4 月 6 日にガバナー補佐会議があ

ります、名残惜しい感じがします。4 月 7 日㈰、家族

り次年度の正副リーダー会議も行われました。その

例会観桜会に行って参りました。桜前線の動向が心

ガバナー補佐会議の報告ですが、議題①としてガバ

配されていましたが、2、3 日前の冷え込みで桜の花

ナーノミニーにおけるグループ編成を 4 つのグルー

も留まる状態で、天平の丘公園の枝垂れ桜はほぼ満

プにする件の報告が地区からありました。議題②と

開、メーンである八重桜はこれからという状況でし

して地区一覧表におけるクラブの表示順序について

た。また、先週は季節外れの雪で県内会津、中通り

ですが連絡する都合上一定化させると報告がありま

では桜と雪のコラボレーションが見られました。皆

した。議題③としてガバナー補佐選出におけるガバ

さんも何年か前の鶴ヶ城の花見を思い出した方もお

ナーエレクトの希望推薦者の件がありました。議題

られるのではないでしょうか。後程、親睦活動委員

④として地区運営委員会のアンケート調査の件であ

会から報告があるかと思いますが委員長の林さん、

ります。議題⑤としてマイロータリー登録状況の件

荒川清さん、蛭田剛さん、お世話になりました。楽

であります。ＲＬＩに対する理解と参加について、

しい一日を堪能させていただきました。前回、ガバ

ロータリーリーダーシップ研究会の理解と参加につ

ナー補佐訪問が地区の会議出席の為、中止となりま

いて。地区補助金について申請をし活発な奉仕をし

した。ガバナー表敬訪問を本日お願いしております。

ていただきたい。ロータリアンの年齢が高齢化して

髙萩ガバナー補佐よろしくお願いします。ひまわり

おりますので若年化するために若い人への会員増強

信用金庫植田支店長の菅野会員が 4 月 1 日付けで転

をお願いしたいと思っております。今月 4 月 21 日に

勤されました。後任の大友光夫支店長には新会員と

は分区チャリティーゴルフがございますので皆さん

して後程挨拶をお願いします。会長報告は以上です。

のご協力よろしくお願いします。

◎ガバナー補佐挨拶

◎新入会員挨拶

出席状況

勝利 様

ひまわり信用金庫植田支店
支店長

大友

光夫 様

皆さん、こんにちは。本日第 4

皆さん、こんにちは。本日から

回目のクラブ訪問です。まず、2

入会することになりましたひまわ

月 23 日いわき分区のＩＭがやま

り信用金庫植田支店の大友です。

たまやにおいて行われました。ホ

初めてですので自分なりに頑張り

正会員数
本日出席会員数

56 名
39 名

2,000 円で打上げをしたいと思いますので参加協力も

よろしくお願

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

いします。

・平成最後のガバナー補佐訪問。4 回目の表敬訪問で

◎幹事報告−嵐

繁雄幹事

カード出席
本日の修正出席率

4名
81.13％

す。よろしくお願いします。

・ ガバナー事務所からロータリーリーダーシップ研

いわき分区ガバナー補佐

究会、ＲＬＩの案内が届いています。こちらは木幡

分区幹事

川口登志雄様

会長エレクトに対応をお願いします。

分区会計

星

・ 米山記念奨学会からハイライト米山のメールが届

髙萩

勝利様
行夫様

・平成最後の例会になります。令和の最初の例会は皆
様元気で出席しましょう。富岡、山下、赤津（善）、

・ ガバナーエレクト事務所から地区研修協議会開催

生駒、佐藤（政）、冨澤、後藤、斉藤、畠山、細田、

の案内が届いています。次年度会長幹事に対応して

吉野、渡邉（貴）、鈴木（雅）、岩本、渡邉（公）、木村、

いただきます。

荒川清、鈴木（修）、清水、大平、中河各会員及び
鈴村会長、木幡会長エレクト、嵐幹事、星副幹事
・新会員大友光夫様の入会を歓迎して。

が届いています

会員

皆さん、こんにちは。本日の例会は来週 24 日の例

髙萩

すのでご指導

・いわき市民総ぐるみ運動推進本部全体会議の案内

ストクラブの勿来ロータリークラブの皆様には感謝

いわき分区ガバナー補佐

思っています。プレー終了後にホテルミドリで会費

いています。

−今月は母子の健康月間です−
4 つのテスト
岩本

たいと思いま

◎各委員会報告
◇出席委員会−吉野彰芳副委員長
本日の出席状況は前頁下記の通りです。なお、出

赤津（善）、後藤各会員及び鈴村会長、木幡会長エ
レクト、嵐幹事、星副幹事
・本日入会致します。よろしくお願い致します。
大友光夫会員

席奨励賞をお渡し致しますので名前を呼ばれた方は
前の方へどうぞ。鈴木雅之会員、今泉敏徳会員おめ

・出席奨励賞ありがとうございました。
鈴木（雅）
、今泉各会員

でとうございます。
・前回休んでごめんなさい。

高橋会員

・いわき勿来ロータリークラブゴルフ愛好会で優勝し
ました。

荒川義次会員

◎会員卓話−鈴木雅之会員
皆さん、こんにちは。毎回マイ
ロータリーの話をプロジェクター
を使い同じ話では申し訳ないと
思っています。地区のＩＴ委員会

◇親睦活動委員会−林

毅彦小委員長

４月 7 日㈰に平成最後の観桜会ということで宇都

に入って 4 年目を迎えます。私は
ロータリーに入って 10 年を越え

宮、日光へ行って参りました。天平の丘公園では満

ましたが 4 つのテストは 1 度しか読んでいません。

開の桜を見ることが出来ました。大谷資料館では壮

でもマイロータリーの話は今日で 3 回目になります。

大な空間を拝見することが出来ました。無事に誰も

各地でマイロータリーの登録推進ということで話を

怪我をせずに帰って来ることが出来

させていただいています。ガバナー月信の裏には会

ました。ありがとうございました。

員数の他にマイロータリー登録率が出ているのをご

◇会計報告−畠山禎昭会員

存知でしょうか。お配りした資料は以前お配りした

会計より年会費の納入について現

物と同じです。当クラブの登録率は 56 名に対して

況とお願いを申し上げます。早期の

17 名の登録になっています。パーセンテージは 30.36

納入よろしくお願いします。

パーセントでまだまだＲＩが目指す 60 パーセントに

◇分区ゴルフ大会案内−斉藤 隆実行委員長

は達しておりません。このお配りした登録マニュア

４月 21 日に開催予定の分区ゴ
ルフ大会のご案内と現状につい

ルを見て登録をお願いいたします。

◎木幡会長エレクトより案内

てご報告いたします。8 クラブで

ガバナー事務所より 2019 − 20 年度地区研修協議会

67 名の方 17 組でプレーをする予

案内が届きました。締切りが 4 月 19 日になっていま

定です。当日雨が降らないことを

す。日時は 5 月 18 日㈯パルセ飯坂で行われます。登

願って楽しいプレーをしたいなと

録は 9 時 30 分からです。出席よろしくお願いします。

