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 今泉　敏徳

出席状況 正会員数 56 名 カード出席 6 名
 本日出席会員数 35 名 本日の修正出席率 75.93％

◎会長報告－鈴村正人会長
　皆さん、こんにちは。とうとう
6月に入りました。今日の例会（ク
ラブフォーラム）を含め 4回を残
して 2018 － 19 年度も終了と成り
ます。本日と来週 12 日の例会前半
は、2018 － 19 年度各委員会の活

動報告を行って頂きます。来週の後半と 19 日の例会
では 2019 － 20 年度の年次計画の発表をお願いしま
す。26 日の最終例会は新旧引継ぎで夜間例会となり
ます。7月の新年度第 1回目の例会 7月 3日は、新会
長、幹事の「所信表明・活動方針」の発表に成りま
す。第 2回目の例会 7月 10 日は、前会長、幹事の「1
年を振り返って」の卓話を予定しています。次年度
のプログラム委員長さん宜しくお願いします。昨日、
6月 4 日（火）「いわき市勿来地区いのちを救う愛の
献血運動推進協議会」総会が開催され出席して参り
ました。当クラブの会長は代議員となっております。
事業報告と計画、収支決算と予算等の議事の後、福
島県赤十字血液センターいわき出張所　所長　高木
勝宏様から「平成 30 年度の献血状況と最近の血液事
業」という講話がありました。勿来支所管内での年
齢別献血状況は 40 代～ 50 代で 57.5％をしめていて、
30 代で 16.6％、20 代で 11.7％、16 歳～ 19 歳で 1.2％
と若者世代の献血が少ない状況です。もっと若者世
代への協力、啓蒙活動が必要ではないかと言ってい
ました。また、鈴村年度最後の奨学金を渡します。
パク君前の方へどうぞ。本日の会長報告は以上です。
◎米山奨学生－朴相俊（パク・サンジュン）
　さんへ米山奨学金を贈呈
　鈴村年度最後の奨学金を朴相俊君へお渡し致しま
す。前の方へどうぞ。一言コメントもお願い致します。

皆さん、こんにちは。
朴相俊です。いつもあ
りがとうございます。
皆さんのお蔭で勉強に
も集中
出来る

ようになりました。8月には嬉しい事
がありますが次の例会の時に話をし
たいと思います。
◎幹事報告－嵐　繁雄幹事

 ・国際ロータリーガバナーエレク
ト事務所から 2019 － 20 年度国
際ＲＩ会長マークダニエル、マ
ローニご夫妻がお見えになると
いうことで歓迎晩餐の案内が届
いています。8月5日の予定です。

 ・ロータリーの友事務所よりロータリー親睦活動月
間リソースのご案内、ガバナー事務所からライラ
報告書、なこそ授産所から 40 年のあゆみ、いわき
市から街づくり、未来づくり講演会の開催支援活
動ガイドについてが届いており只今回覧中です。
◎各委員会報告
◇出席委員会－吉野彰芳副委員長

　本日は出席状況は下記の通りで
す。

◇親睦活動委員会
　　－林　毅彦小委員長
　今週の日曜日 6月 9日ですが勿

ゲスト

　米山奨学生
　　　朴相俊（パク・サンジュン）さん　

　クラブフォーラム（今年度活動報告）

○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
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 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
君が代
ロータリーの目的　鈴村　正人会長
－今月はロータリー親睦活動月間です－

来ロータリークラ
ブ会長杯ゴルフコ
ンペを開催いたし
ます。約 20 名の
参加になっていま
す。天候に恵まれ
ることを祈りなが

らテルテル坊主をさげておきたいと思います。続い
て 6月生まれの会員へ誕生祝いを差し上げたいと思
います。名前を呼びますので前の方へどうぞ。越田
和会員、星会員おめでとうございます。
◇スマイルボックス委員会－赤津善宣小委員長

 ・スマイルボックス目標額まで残
りわずかとなりました。皆様の
ご協力宜しくお願い致します。
富岡、赤津（善）、生駒、髙萩、
山下、冨澤、畠山、吉野、佐藤（政）、
小澤、清水、川口、赤津（和）、

大平、今泉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。越田和副会長、
星副幹事
 ・本日早退ごめんなさい。鈴木（雅）、林各会員及び
嵐幹事
 ・前回休んでごめんなさい。越田和副会長
 ・いわき勿来ゴルフ愛好会優勝させていただきまし
た。　　　　　　　　　　　　　　渡邉公平会員
◎クラブフォーラム（今年度活動報告）
　会長　鈴村正人
　伝統あるいわき勿来ロータリークラブの 57 代会長
の職務を引き受けて間もなく一年が経とうとしてい
ます。この一年間会員の皆様のご支援とご協力を賜
りました事、心より厚くお礼申し上げます。私の年
度始まりは佐藤年度の 6月 20 日（水）の臨時理事会
にクラブ細則「第 5条会合　第 2節例会」の変更を
諮り、6月 27 日（水）の臨時総会で「1年に 12 回ま
で例会を取り止めることができる」ことを承認して
頂き、年間の例会数を 40 回（前年度 43 回）とした
ところから始まりました。改めて振り返ってみます
と、会員数の拡大増強は昨年の年度末に一身上の理
由で 3名の退会者が出ましたが、年度当初に会員皆
様の協力のもと 3名の新たな仲間が増えました。会
員数 56 名を堅持したところでしたが、残念なことで
すが 5月末現在で 5名の退会届が出ています。目標
でありました、「会員純増 2名」とは程遠い異常事態
と成ってしまいました。退会理由は生業との両立の
難しさ、ロータリーへの魅力の乏しさ、クラブの年
会費の在り方、等々・・・この問題は当クラブだけ
では無く、地区全体の問題にもなっています。今後
どの様にして解決していくか、簡単では有りません。
パスト会長はじめ、皆様のご意見を賜りながら、問
題解決に取り組む必要があると思います。来月の第
二週の例会で改めて「1年を振り返って」ということ
で卓話がありますので本日はこれで終わります。最

後に会員の皆様とご家族の皆様には、一年間大変お
世話に成りました。厚く御礼申し上げます。
　ＳＡＡ　後藤泰治
　ロータリークラブとしての品格を保ち、気品と風
紀を守り、明るく、楽しい雰囲気でスムーズに例会
が運ばれる様に務めました。会員の皆様のご協力あ
りがとうございました。
　クラブ奉仕第一委員会　木幡智清委員長
　直面する課題に勇気と創造性をもって、正面から
立ち向かう意欲をクラブ、地域社会、組織全体から
引き出せるよう心掛けて参りました。
　職業分類委員会　本間敏一小委員長
　会員増強、会員選考委員会と共に会員増強に務め
ました。
　会員選考増強委員会　橋本慶紀小委員長
　地区活動方針及びいわき勿来ロータリークラブ活
動方針にそって会員純増 2名を目指して活動を行い
ました。
　ロータリー情報・戦略計画委員会
　　　　　　　　　　　佐藤政司小委員長
　会員選考増強・拡大、ロータリー情報・戦略計画
が第 2530 地区では 1つの委員会になり危機感をもっ
ています。4 月にＩＴ委員会の鈴木雅之会員のマイ
ロータリーの登録について卓話をしてもらいました。
　クラブ奉仕第二委員会　越田和俶充委員長
　国際ロータリーのテーマである「インスピレーショ
ンになろう」を基本理念にそれぞれの委員会が独自
に行動計画を立案して活動しました。
　出席委員会　吉野彰芳副委員長
　関連委員会と連携を密にし、出席率の向上を目指
しました。出席率 100 パーセントを目指したいと思
います。
　クラブ会報委員会　今泉敏徳小委員長
　例会ごとに内容をまとめ翌週に会報を配付しまし
た。今年度より会報がモノクロの紙面になりました。
　スマイルボックス委員会　赤津善宣小委員長
　前年より今年度は例会の回数が減少しましたが、
会員の皆様のご協力で年間目標額を達成することに
なりそうです。誠にありがとうございました。
　社会奉仕委員会　山下喜一委員長
　地域社会に対する奉仕とＰＲとして環境保全委員
会と連携して活動を行いました。
　ロータリー財団委員会　清水信弘小委員長
補助金関係のセミナーがあり木幡会長エレクトと私
清水が参加致しました。グローバル補助金、地区補
助金の申請等について勉強して参りました。
　会計　畠山禎昭委員長
　会計の方針に基づき適正な支出、会計処理に努め
ましたが私自身も入会したばかりで不馴れな中、皆
様にご迷惑をおかけしたと思います。予算計画通り
に会計はいく予定です。皆様のご協力ありがとうご
ざいました。




