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第 2777 回

例 会

令和元年 6 月 12 日 ( 水・曇り )

ロータリーソング

クラブフォーラム

（2018 − 19 年度）活動報告

クラブフォーラム

（2019 − 20 年度）活動計画
◎会長挨拶−鈴村正人会長

我等の生業

−今月は親睦活動月間です−
ロータリーの行動規範
根本 克頼 会員
動報告、後半を年次計画に分けております。時間がな

皆さん、こんにちは。先週 7 日に東北南部は梅雨

い中宜しくお願いします。本日の会長報告は以上です。

入り致しました。ここしばらく、うっとうしい日々

◎幹事報告−嵐

が続いております。また気温も低く風邪も流行って

・岡崎南ロータリークラブより週報が届いています。

いるようです。皆さん体調管理には充分注意して頂

繁雄幹事

せていただき思わぬ優勝杯、ありがとうございま

国際奉仕委員会

した。

ロータリー財団へ会員より多くの協力を得ること

パストガバナー渡邉公平会員

・誕生祝ありがとうございました。

根本会員

・前回休んでごめんなさい。細田、藤田、高橋、岩本、
木村各会員

鈴木雅之委員長

が出来ました。米山留学生との交流を通して米山記
念奨学会と連携を図ることが出来ました。留学生朴
相俊（パク・サンジュン）君といろいろな例会を通

・本日早退ごめんなさい。赤津（善）、斉藤、今泉各

して会員の皆さんと親睦を図ることが出来ました。

青少年奉仕委員会

会員

◇親睦活動委員会−林

毅彦小委員長

高橋伸安委員長

磐城農業高校インターアクトクラブの年間行事に

先日、6 月 9 日（日）湯本スプリングスカントリー

対して支援活動を行いました。年次大会が 2018 年 8

クラブにおきまして会長杯ゴルフコンペを開催する

月 2 日と 3 日に開催されました。場所は岩瀬農業高

ことが出来ました。快晴の天気の中ケガも無く無事

等学校で行われました。いわき・岡崎インターアク

に終了することが出来ました。結果は渡邉公平パス

ト交流事業を 2018 年 8 月に磐農といわき市と浪江町

トガバナーが見事優勝、ベスグロに小澤会員が 80 で

で行いました。

あと 1 打で 70 台が出る所でした。参加されました皆

米山記念奨学会

様大変ありがとうございました。

米山記念奨学会の目的及び事業について会員の理

◎クラブフォーラム（今年度活動報告）
ＩＴ委員会 大平伸人委員長
クラブの紹介を兼ねたホームページの充実を図り
海外のクラブのホームページを参考にしましたが図

回覧中ですのでご覧下さい。

作業に参加しました。

れませんでした。

富岡幸広小委員長

解と認識を深め、積極的な協力を得るための活動を
行いました。

◎クラブフォーラム（次期年次計画発表）
ＳＡＡ 髙萩勝利
ロータリークラブとしての品格を保ち、気品と風

プログラム委員会

根本克頼小委員長

紀を守り、明るく、楽しい密度の濃い秩序正しい例

きたいと思います。6 月 6 日（木）、いわき分区新旧

・ガバナー事務所から地区大会の大会誌が届いてお

例会の活性化を図るべく活動して参りました。具

会長幹事会が開催されました。年度事業報告及び決

ります。参加された方の分だけですので来週配布

体的には会員卓話を中心にプログラムを調整し会員

算報告が有りました。そして次年度上村直人ガバナー

させていただきます。

職業分類委員会

相互理解を深めるを第 1 目的にプログラムを計画し

クラブの職業分類を見直し、時勢に合わせた分類

補佐との引継ぎも行われたとの報告が有りました。
新旧会長幹事会の前に、地区幹事の鈴木和夫様から、
次期地区ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究
会）の分区ＤＬ（ディスカッションリーダー）の選

・本日例会終了後に臨時理事会を開催いたしますの
で理事者の皆様宜しくお願いします。

◎各委員会報告
◇出席委員会−藤田紀夫小委員長

ました。皆様のご協力ありがとうございました。

雑誌広報委員会

荒川

清小委員長

ロータリークラブの活動を理解していただき、公

会を目指します。

川口登志雄小委員長

表とし会員増強の資料としたい。

ロータリー情報・戦略計画委員会
鈴村正人小委員長

共イメージと認知度向上の為、ロータリーの友誌を

クラブ会員にロータリーの知識や情報を提供しま

出についてお願いが有りました。第 2530 地区でのＲ

本日の出席状況は下記の通りで

地域の皆様の目にふれる場所の提供を会員の皆様に

す。会員減少をクラブの危機ととらえ、全会員で増

ＬＩは今年度平井ガバナーの英断でスタートしまし

す。なお、本日は出席奨励賞をお

協力をお願いしました。

強拡大を図って行きたいと思います。また、ガバナー

た。この目的はロータリーの活性化と発展を目指す

渡しいたします。名前を呼びます

ところであります。木幡会長エレクトがこの研究会

ので前

親睦活動委員会

会員同士や新入会員の親睦を深めて相互理解に役

に何度か参加していますが、今ＤＬの人数が足りな

の方へ

立つ活動が出来たと思っています。会員家族の皆様

いとの事です。当クラブは今まさにロータリーの魅

どうぞ。林会員と私藤田

クラブ奉仕第二委員会

も多数参加していただき楽しい交流の場を設けるこ

国際ロータリーのテーマである「ロータリーは世

力、活力、活性化、を必要としているところではあ

です。おめでとうござい

とが出来ましたことを心から感謝申し上げます。

りませんか。木幡年度で是非、当クラブからＤＬを

ます。

推薦しＲＬＩに参加して、ロータリーを勉強して頂

◇スマイルボックス委員会−富岡幸広委員

き、クラブに持ち帰り、そして、勿来ロータリーク

・梅雨に入りました。季節の変わ

職場奉仕委員会

林

毅彦小委員長

小澤啓一委員

月信やロータリーの友の紹介も雑誌広報と連携し行
いたいと思います。

嵐

繁雄委員長

界をつなぐ」を基本理念に各委員会は行動計画を立
案し、活力ある楽しいロータリーになるような活動

地域の企業職場訪問を行い他の職業への理解を深

を目指します。

めることが出来ました。青少年奉仕委員会と連係し

出席委員会

出席率向上、楽しい例会を目指す。相互理解を深

ラブの活性化を図って頂きたいと思っています。6 月

り目、健康に注意しましょう。

8 月に愛知県岡崎市城西高校と磐城農業高校のイン

9 日（日）は当クラブ最後の親睦行事であります、
「い

富岡、生駒、畠山、清水、佐藤（政）、

ターアクトクラブの皆さんの交流事業を支援しました。

わき勿来ＲＣ会長杯ゴルフコンペ」が湯本スプリン

吉野、髙萩、山下、後藤、渡邉（貴）、

グスで 20 名の参加者のもとで開催されました。渡邉

蛭田、冨澤、小澤、荒川（義）、

環境保全委員会

嵐

繁雄幹事代読

佐藤政司小委員長

めるため各種行事への積極的参加やメークアップを
働きかける。

パストガバナーが優勝されました。おめでとうござ

大平、鈴木（雅）、川口、荒川（清）、林各会員及

の協力や駅や公園の清掃奉仕作業や植樹の実施を行

いました。本日のクラブフォーラムは前半を年次活

び鈴村会長、嵐幹事、星副幹事

スマイルボックス委員会
岩本

いました。まちなか花いっぱい運動の支援、磐城農

会員の皆様やご家族、職場などでの慶事を通し、

業高校のはちっ子クラブへの支援・協力活動を行い

会員の皆様の善意と奉仕の心を浄財に表し社会奉仕、

ました。平成 30 年 10 月 14 日に猪苗代湖の水草除去

国際奉仕、親睦活動に役立てます。

出席状況

正会員数
本日出席会員数

56 名
40 名

カード出席
本日の修正出席率

5名
83.33％

いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動へ

博小委員長

