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2019 － 20 年国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

第 2781 回

例 会

令和元年 7 月 10 日 ( 水・晴 )

ロータリーソング

クラブフォーラム
鈴村直前会長「一年を振り返って」

◎会長報告－木幡智清会長
皆さん、こんにちは。梅雨とはいえ、低温、日照
不足が続いていますが、あと２週間程度、続く予想

奉仕の理想

ロータリーの行動規範
赤津 善宣会員

◎各委員会報告
◇出席委員会
－佐藤政司小委員長

です。農家の方は、農作物の管理が大変だと思いま

本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は

す。ちなみに、昨年の関東地方の梅雨明け宣言は 6

出席奨励賞を差し上げたいと思います。名前を呼び

月下旬だった様です。海開きも、間近になりましたが、

ますので前の方へどうぞ。鈴木修一郎会員、星幹事、

早く夏らしくなればと思っています。私を含め、皆様、

根本会員おめでとうございました。

体調管理に努めましょう。公共イメージ・ＩＴ委員
長の発案でマスコミ懇談会開催のご案内が届いてい
ます。これはロータリーの公共イメージと認知度の
向上を図るために行うということで、その傍聴に参
加をお願いしますという内容です。どんなことをす
るかというとロータリーの今年の活動方針を発表し
マスコミから質疑応答を行うそうです。参加予定の
会社は福島民報社、福島民友社、ＮＨＫ、福島中央
テレビ等 9 社が集まるそうです。日時は 7 月 19 日（金）

◇スマイルボックス委員会
－鈴木秀夫委員長
・気候の変化が激しいので体調に

10 時 30 分から 12 時頃までです。場所はザ・セレク
トン福島本館 2 Ｆですので宜しくお願いします。

は充分ご注意して下さい。富岡、

◎幹事報告－星

鈴 木（ 秀 ）、 生 駒、 佐 藤（ 政 ）、

行夫幹事

大友、髙萩、渡邉（貴）、冨澤、

・国際ロータリーから日本のロータリー 100 周年記

鈴村、赤津（善）、渡邉（公）パ

念バッチご協力のお願いが届いています。
・いわき平東ロータリークラブから週報、岡崎南ロー
タリークラブから年次報告書、なこそ夏まつり実
行委員会よりなこそ夏まつり 2019 開催のご案内が
届いています。全て回覧中ですのでご覧下さい。
・今年度から理事会の議事録も回覧することになり
ましたので回覧中です。
・本日例会終了後に臨時理事会を予定していますの
で理事者の方は参加宜しくお願いします。

出席状況

正会員数
本日出席会員数

49 名
35 名

ストガバナー、畠山、藤田、鈴木（雅）、荒川（義）、
小澤、林、大平、中河、今泉各会員及び木幡会長、
嵐副会長、越田和会長エレクト、星幹事、細田副
幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。
根本、鈴木（修）各会員及び星幹事
・前回休んでごめんなさい。
斉藤、大平各会員及び越田和会長エレクト

カード出席
本日の修正出席率

3名
77.55％

クラブフォーラム
一年を振り返って
直前会長 鈴村

正人

「一年を振り返って」という事で
本日の卓話を任されました。改め
てこの一年を振り返り感じた事を
お話させて頂きます。また、ロー
タリー財団地区補助金の申請から
補助金を利用した関係から「ロータリー財団」につ
いて少しお話したいと思っています。
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。バリーラシン会長
のテーマ、そして平井ガバナーの地区方針に沿って
当クラブも活動を進めて参りました。①、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。しかし、今年度
末には残念なことですが 7 名の退会者が出てしまい
ました。目標でありました、「会員純増 2 名」とは程
遠い結果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有ると思っています。②、
副会長の選任には相当時間がかかりました。当クラ
ブ創立 60 周年に当たる会長です。難産の末、関係者
の努力のおかげで嵐幹事に決まりました。本当にあ
りがとう御座いました。今年から「創立 60 周年記念
事業実行委員会」の立ち上げ準備の必要が有ると思
います。③、9 月 19 日（水）平井義郎ガバナー公式
訪問を受けました。クラブの現況報告、年次計画の
発表の後、貴重なアドバイスと、当クラブの磐城農
業高校インターアクトクラブ支援について過分なお
褒めの言葉を頂きました。④、ロータリー財団地区
補助金を利用して、岡崎城西高校ＩＡＣを招待し、
「磐
城農業高校・岡崎城西高校ＩＡＣ交流事業」を 8 月 6
日（月）から 9 日（木）の 3 泊 4 日で開催致しました。
岡崎城西高校ＩＡＣの生徒は地元、岡崎に帰って 3.11
当時の東日本大震災、津波、原発事故の悲惨な状況と、
7 年半経過した復興状況、間違っている風評被害を岡
崎市民に伝えてくれたものと確信しております。⑤、
そして今年の 5 月 14 日（火）には岡崎南ＲＣ創立 55
周年記念式典に招待され、木幡会長エレクトはじめ 4
名で参加して来ました。そして親善クラブ継続（5 年
間）の調印式を行い締結して参りました。また、東
京江戸川ＲＣ創立 55 周年記念式典に招待を受け、昨
年の 9 月 10 日（月）私はじめ 4 名で参加して参りま

した。東京江戸川ＲＣさんは東日本大震災以降数々
のご支援を頂き今日に至っています。毎年続けて来
ました「いわき勿来ＲＣ・東京江戸川ＲＣ親睦お花
見ゴルフコンペ」が日程の都合により中止となった
事は誠に残念でありました。姉妹クラブ、親善クラ
ブの両クラブ共に、活発に親睦と友情を深める事が
できました。⑥、いわき分区ホストクラブとして分
区活動への協力につきましては、分区最大の行事で
有りますＩＭ（インターシティーミーティング）が 2
月 23 日（土）に開催され、成功裏に終わった事をう
れしく思っています。髙萩ガバナー補佐、川口分区
幹事、星分区会計、そしてＩＭ実行委員会の皆様本
当にお疲れ様でした。ありがとうございました。⑦、
例会の活性化と出席率 80％の目標に於きましては出
席率が 80％を切ってしまいました。昨年と比べて、
出席免除会員（会員歴 20 年＋年齢＝ 85 以上）3 名が
退会された事と若い会員の出席率が低調だったのが
原因ではないかと思っています。生業との関係も一
因でしょうが、もっと若い会員を惹きつけるロータ
リーの魅力を伝えなければと感じています。⑧、卓
話につきましては、地区研修委員の中田博道（いわ
き平中央ＲＣ）様をはじめ、外部卓話及び会員卓話
を織り交ぜて実施して参りました。これにプラスで
パスト会長のロータリーの魅力、ロータリーの楽し
さなどを伝えて頂く為の卓話をお願いすべきだった
と反省しています。⑨、会員歴のある会員が退会さ
れるに当たり、一通の退会届で、今までのお付き合い、
親交、友情が途切れてしまう事に一抹の寂しさを感
じ得ませんでした。ここで、クラブ細則を変更して、
「親睦会員」の条項を新たに設け、会員歴 10 年以上
の経験者を理事会で「親睦会員」として推薦し選ぶ
ことが出来るように、6 月 26 日（水）の例会に諮り
承認頂きました。退会された会員の皆様と今後も親
睦と友情を図って参れれば幸いです。
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、有
難うございました。

◎直前幹事－嵐

繁雄

只今、直前会長の鈴村さんから
かなり詳細に説明がありましたの
で私からお話をすることが無いよ
うな気がします。幹事になって年
次計画年次報告書を作らなければ
ならないということが頭にあり印
刷費を削減するため仕事が終った夜コツコツとデー
タをエクセルに変えました。そして今回星幹事に全
て引き継いで渡してあります。修正は必要ですがや
り易いと思います。それが半分自慢半分苦労で幹事
の実績になったかと思います。幹事が終りホッとし
たら次は副会長で肩の荷がズッシリと重く感じてい
ます。また、創立 60 周年の会長でもあるので実行委
員会を今年立ち上げる予定です。協力宜しくお願い
します。

