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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 2785 回

例 会

会員卓話 渡邉公平パストガバナー

皆さん、こんにちは。先週 8 月 14 日は盆休みでし

たが皆さんはゆっくりされたでしょうか。あいにく

ロータリーソング 奉仕の理想
－今月は会員増強・
新クラブ結成促進月間です－

◎各委員会報告
◇出席委員会－佐藤政司小委員長

本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は

大型の台風が来まして帰省客や高校野球は水をささ

出席奨励賞を差し上げたいと思いますので名前を呼

れた様ですが、大きな災害にならなかったのは幸い

ばれた方は前の方へどうぞ。橋本会員、渡邉貴志会

だと思います。盆前の 8 月 5 日から 8 日まで岡崎城

員おめでとうございます。

西高校と磐城農業高校のインターアクトクラブの交
流事業が行われ、同行されました斉藤会員と鈴村会
員大変暑い中ご苦労様でした。その報告も後程宜し
くお願いします。まだまだ残暑が続くと思いますが、
私も含め皆様身体には十分注意していただきたいと
思います。

◎幹事報告－星

行夫幹事

・いわき平中央ロータリークラブから週報と年次報
告書、いわき平ロータリークラブから週報、いわ

◇スマイルボックス委員会－鈴木秀夫小委員長

・朝晩の気温差に注意し風邪を引かないよう気をつ

き分区よりいわき分区合同芳賀ガバナー歓迎会ご

けましょう。富岡、鈴木（秀）、髙萩、生駒、清水、

案内、いわき平東ロータリークラブから週報と年

赤津（善）、木村（博）、畠山、鈴木（雅）、佐藤（政）、

次報告書を只今回覧中です。当クラブの年次計画

荒川（義）、林、冨澤、鈴村、大平、久野、今泉、

報告書は来週の例会時に皆様にお渡しする予定です。

荒川（清）、赤津（和）、各会員及び木幡会長、嵐

・国際ロータリーより米山記念奨学会のカウンセラー
研修会開催のご案内が届いています。

副会長、越田和会長エレクト、星幹事
・出席奨励賞ありがとうございました。

・10 月に開催予定の地区大会のご案内とパンフレッ
トが届いています。

渡邉（貴）、橋本各会員
・誕生祝ありがとうございました。川口、橋本各会員

・いわき市より市民献血のご案内、先日行われまし

・直前会長鈴村さんとスピーチさせていただきます。

たなこそ夏祭りの御礼状が届いています。

渡邉公平パストガバナー

・8 月 23 日（金）に勿来共同火力サマーフェスティ
バル 2019 が行われます。どうぞ皆様のご参加宜し
くお願いします。
・残暑御見舞いをいわき民報さんに広告を掲載して
おります。どうぞご覧下さい。

出席状況

正会員数
本日出席会員数

・前回休んでごめんなさい。
鈴木（秀）、吉野、川口、藤田、高橋各会員

◇親睦活動委員会－荒川

清小委員長

毎年恒例の観月家族例会のご案内を致します。今

年の観月会は昨年台風で流れてしまったこともあり

50 名
34 名

カード出席
本日の修正出席率

◎ご案内－生駒祐健会員

私事ですが皆様にハガキでご案内を送らせていた
だきました。当寺院は泉藩の領地内にあり廃仏毀釈
て焼かれ、それから再興し今年が 100 年となり記念
法要並びに式典を行うこととなりました。大変ご迷
惑かと思いますがお時間のある方はご出席を宜しく
お願い申し上げます。

◎ＲＬＩ出席報告－星行夫会員

令和元年 8 月 21 日 ( 水・曇り )

ロータリーの行動規範
佐藤 政司 会員

◎会長報告－木幡智清会長

ますのでいわき健康センターで行いたいと思います。
日時は 9 月 29 日（日）18 時 30 分からです。本日皆
様へＦＡＸを送信させていただきますので大勢のご
参加宜しくお願いします。

5名
81.25％

8 月 11 日にＲＬＩロータリーリーダーシップ研究
会に出席しましたのでその報告をします。皆様に回
覧中の教本に基づき研修を進めています。目的はロー
タリーの活性化と発展を目指してロータリーアンの
ロータリーへの理解とモチベーションを高めるとい
う内容でリーダーシップを各ロータリアンにとって
いただこうと理解しています。現在各ロータリーク
ラブの会長が出席することになっていまして前回は
木幡会長が出席しました。ロータリーの総合的な勉
強をするという内容になっています。

◎ＩＡＣ交流会報告－鈴村正人会員

令和元年 8 月 5 日（月）から 8
日（木）の 4 日間、
「磐城農業高校・
岡崎城西高校ＩＡＣの交流会」が
岡崎市の愛知県青年の家で開催さ
れました。磐城農業高校ＩＡＣの
生徒 17 名と顧問の先生 1 名、ＩＡ
ＣのＯＢの馬上君の合計 19 名と斉藤前新世代奉仕委
員長と蛭田青少年奉仕委員長はＩＡＣ年次大会に出
席のため私が直前会長の立場で参加して参りました。
回覧しています新聞記事にあります様に、一日目は
未来会議を開催して両校のＩＡＣの生徒がそれぞれ
のまちの自慢や、コラボしたら何ができるか等を話
し合いました。また、地元の小学生 30 人を招いて宿
題を教えたり、昼食にカレーライスを一緒に食べた
りして交流を図って来ました。翌日は、三河湾にあ
る無人島に行き、海水浴とバーベキューを楽しんで
参りました。生徒たちは素晴らしい交流ができたと
大変喜んでいました。

◎エコバック配付－高萩前いわき分区
ガバナー補佐
皆様にお配りしたエコバックは昨
年一年間いわき分区ガバナー補佐
としてホストクラブの皆様に感謝
の気持ちを表したものです。あり
がとうございました。

◎会員卓話－渡邉公平パストガバナー

会員増強に妙手はありません。
会員各自が思い遣る奉仕の心を実
践することです。「思い遣り」「分
かち合い」「かかわり合い」（2004
－ 05 年度ＲＩ理事・南国義一氏）
を基本に、クラブ創立 60 周年への
明確な目標に向って《活気あるクラブにするぞ！》
例会参加を切にお願いします。そのために理事会と

一体となって《入会候補者とつながる》ことを三年
間、全員で取り組むことを約束しましょう。約束は
関心を示す出席を奨励し合うことです。なぜ？だと
思いますか…前年、皆さんと一緒に立てた年次計画・
所見で創立 60 周年までに、なんとか好い形で次へタ
スキを繋ぎたい、その情熱と使命感です。クラブ有
志の有り余る知恵とタッグを組めば活気が拡散する
と考えたからです。鈴村さんの真摯な取り組み方に
共鳴し大事なお願いの機会を頂くことになりました。
ロータリーには《イエスがあってノーが無い》ロー
タリーの会合ならどこへ行っても挨拶代わり。その
お手本となる雛壇の方々は、拝みに拝み倒されクラ
ブの顔になって下さいました。木幡会長は、双葉町・
原発に強制避難を余儀なくされた折れる心を、じっ
くり着々と帰還へ専念されておられる「人助け」の
名指揮者です。行政手腕をクラブ運営に生かし思う
存分、自在にタクトを操って下さい。第 60 代・嵐会
長は、口説きに口説き落とされ、お引き受け頂いた
エース。困っているところに手を差し伸べるクラブ
奉仕の鏡です。ロータリーのエースがそろった組織・
企業においても、新たな人材確保・育成は喫緊の課
題でありましょう。幹事の皆さんには、次へ繋がる
ためにクラブ会長の片腕となりクラブを元気（強い
組織）にして下さる様お願いします。目標に向けて、
クラブ創立 60 周年を新メンバーと共にお祝いしよう
ではありませんか。その例会日、危機管理の下、磐
農インターアクト（ＩＡＣ）の生徒さんを引率され
た斉藤隆さん、鈴村さん、岡崎まで思い遣る奉仕の
心でご対応、ありがとうございました。

直前会長

鈴村正人

会員増強はどうしたらできるか
本日の卓話は、渡邉パストガバナーから今月のロー
タリー月間テーマである「会員増強月間」に因んで、
パストガバナーの後にロータリー情報・戦略計画委
員会（直前会長）の立場で会員増強を一緒に語ろう
とのお話しを頂きここに立っている状況です。一昨
年は転勤等の事情で退会された方を除く、退会者は 3
名おられ、新規の入会者が 3 名でありました。昨年
は 6 名の退会者が出て実質会員数が 50 名となってし
まいました。ここ 2 年程多くの退会者が出ている状
況です。退会理由は、生業との関係、もう歳だから、
ロータリーに魅力がない等など…もう歳だから…他
のクラブでは 90 歳を過ぎても例会に出席されていま
す。その様な事は言わずに 100 歳まで頑張って欲し
いです。生業との関係、難しいですネ…でも岡崎南
ＲＣではメーキャップを含めると 99％強の出席率を
保っています。8 月 6 日に岡崎南ＲＣをメーキャップ
したときも 2018 － 19 年度の出席表彰を行っていま
した。ホームクラブ皆出席者は 67 名でした。全会員
数 90 数名だと聞いています。目標は 100％だと言っ
ています。さて、もう一つロータリーに魅力がない
…私が思うには、ロータリーは「奉仕と親睦」が柱
です。先ず、例会に出席する、各委員会活動に参加
する、副委員長、委員長を経験して各委員会のセミ
ナーに参加して他クラブ会員とお話し、情報交換す
ることで、ロータリーを知ることが出来ると思って
います。

