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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 2788 回

例 会

ロータリーソング 我等の生業
－今月は基本的教育と
識字率の向上月間です－

クラブフォーラム
ガバナー公式訪問リハーサル

ロータリーの行動規範
橋本 慶紀

◎会長報告－木幡智清会長

皆さん、こんにちは。大分秋らしくなって参りま
した。ただ、寒暖の差が大きくなっておりますので
体調管理は充分行って下さい。15 日（日）に台風 15
号が房総半島に上陸し、今だに停電が復旧していま
せん。大変大きな被害が出ている様です。早急な復
興をお祈り申し上げます。来週は第 2530 地区ガバナー
公式訪問があります。皆様のご協力を宜しくお願い
申し上げます。本日はそのリハーサルを行いたいと
思いますので宜しくお願いします。

◎幹事報告－星

行夫幹事

・只今回覧中の文書の報告を致します。2018-19 国際
ロータリーから公共イメージＩＴ向上に関する調
査の報告書が届いています。
・2019-20 国際ロータリーからガバナーエレクト事務
所開設披露に参加される方へお知らせが来ていま
す。
・いわき小名浜ロータリークラブ、いわき平ロータ
リークラブから年次報告、年次計画書が届いてい
ます。
・国際ロータリーから復興フォーラム使用提携につ
いてお願い、第 2 回インターアクト顧問連絡協議
会のご案内が来ています。
・同じく国際ロータリーより地区運営等に関するア
ンケート調査報告書が来ています。
・高萩ロータリークラブより毎年開催しております 3
クラブ合同親睦ゴルフコンペの案内が来ておりま
す。毎年例年春に開催していましたが今年は 10 月
13 日（日）に開催予定です。申し込み締切りが 9
月 24 日ですので早急にご案内をお入れして出欠を
確認したいと思いますので宜しくお願いします。
・岡崎南ロータリークラブよりインターアクト報告、
いわき南地区保護司会から記念文集と先日行われ
ました中学生弁論大会の内容が来ています。
・9 月の理事会議事録も回覧中です。
・夜間例会を 11 月 13 日に予定しており、18 時 30 分
から行いたいと思います。食事は出ますがアルコー

出席状況

正会員数
本日出席会員数

令和元年 9 月 18 日 ( 水・曇り )

50 名
34 名

会員

ルは出ません。
・皆さんのボックスに来週のガバナー公式訪問のス
ケジュールを入れておきました。9 時 30 分から会
長幹事と打合せ、クラブ協議会が 10 時 30 分から
行われます。各委員長、副委員長さん宜しくお願
いします。例会は 12 時 30 分から行います。最後
にガバナーを囲み記念撮影を予定しています。次
回の例会は全員参加を是非お願い致します。

◎各委員会報告
◇出席委員会－中河正英副委員長

本日の出
席状況は下
記の通りで
す。続いて
出席奨励賞
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。川口会員、髙萩会員、赤
津善宣会員おめでとうございます。

◇スマイルボックス委員－鈴木秀夫小委員長

・実りの秋です。ロータリー精神で実りある毎日を。
鈴木（雅）、富岡、鈴木（秀）、髙萩、鈴村、吉野、
生駒、渡邉（公）パストガバナー、清水、冨澤、
荒川（義）、蛭田、木村（博）、斉藤、大平、佐藤
（政）、川口、今泉、林各会員及び木幡会長、嵐副
会長、星幹事
・誕生祝ありがとうございました。
生駒会員
・前回休んでごめんなさい。
畠山、赤津（善）、中河、生駒各会員
・本日早退ごめんなさい。
中河会員

◇親睦活動委員会－林

毅彦委員

9 月 29 日（日）に観月家族例会を行う予定になっ
ています。場所は、いわき健康センターです。出欠
の返事が今日までです。まだ、いただいて無い方が
おりますので宜しくお願いします。現在の出席状況
は会員が 18 名、奥様 4 名の合計 22 名です。

カード出席
本日の修正出席率

4名
77.55％

隆委員長

☆雑誌広報委員会
ロ ー タ リ ー 活 動 を 理 解 し て い た だ け る よ う に、
「ロータリーの友」を会員や地域の皆様におりにふれ
紹介していく。また、公共イメージと認知度の向上
を図る。
☆スマイルボックス委員会
会員の皆様やご家族、そして職場などでの慶事を
相互に祝福し、会員の皆様のお気持ち「善意と奉仕
の心」を浄財に表し、社会・国際奉仕と親睦活動に
役だてます。
☆親睦活動委員会
会員相互の親睦をより強めコミュニケーションの
向上を図るとともに、多くの会員新人会員や会員家
◇米山記念奨学会－清水信弘小委員長
9 月 7 日、8 日に米山記念奨学会
族の方が楽しく出席できる活動にする。
で米山梅吉記念館の研修に参加し
☆職業奉仕委員会
て参りました。当クラブから鈴木
ロータリーの原点である職業奉仕が近年忘れられ
雅之カウンセラー、米山奨学生の
ることが多い。ＲＣにおいても、また第 2530 地区でも、
朴相俊（パク・サンジュン）さん、 真の職業奉仕について再認識の気運が高まっている。
私の 3 名で参加しました。地区か
当クラブも会員の職業倫理を高め、職業を通じての
ら総勢 41 名の参加でした。
貢献を勉強したい。
☆社会奉仕委員会
社会奉仕活動は、ロータリー活動のなかでも最重
◎クラブフォーラム
要な活動と認識のもとに思いやりの心を持ち、他人
（ガバナー公式訪問リハーサル）
☆会場監督（ＳＡＡ）
や社会に尽くすことを念頭に地域社会のニーズを的
ロータリークラブとしての品格を保ち、気品と風
確に捉え、地域社会に対する奉仕とＰＲを心掛けて
紀を守り、明るく、楽しい密度の濃い秩序正しい例
活動します。更に地域関係機関とも連携して効果あ
会を目指します。
る活動を行います。
☆クラブ奉仕第一委員会
☆環境保全委員会
「ロータリーは世界をつなぐ」を基本理念に、当ク
環境保安の理解と自然保護の大切さを認識し、奉
ラブの伝統と実績を尊重しつつ「ENJOY ROTARY」 仕を実施する機会として、植樹運動や公共施設公園
ロータリーを楽しめるように努める。
等の清掃奉仕作業を、社会奉仕委員会と協力し活動
☆職業分類委員会
に努める。
前年度のクラブ職業分類を参考に、未充填部門の
☆国際奉仕委員会
充填を図り会員増強の資料とする。
国際奉仕活動の理解をふかめるための活動を推進
☆会員選考増強委員会
する。米山奨学生を通し国際親善と理解につなげる。
いわき勿来ロータリークラブ活動方針にそって会
ロータリー財団を活用して、当クラブが取り組める
員数増強を目指す。
国際奉仕を模索したい。
☆ロータリー情報・戦略計画委員会
☆青少年奉仕委員会
第 2530 地区組織の「会員選考増強・拡大、ロータリー
青少年の社会に対する奉仕活動の認識を深めると
情報委員会」に当クラブで対応する一部組織が「ロー
共に、磐城農業高校インターアクトクラブの育成と
タリー情報・戦略委員会」であります。
活動を支援する。さらにロータリークラブとして青
☆クラブ奉仕第二委員会
少年の健全育成と活動に積極的に参加する。
国際ロータリーのテーマである「ロータリーは世
☆ロータリー財団委員会
界をつなぐ」を基本理念に各委員会は行動計画を立
ロータリー財団活動方針に対する理解を促進し、
案し、活力ある楽しいロータリーになる様な活動を
財団プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成
目指します。
に努める。
☆出席委員会
☆米山記念奨学会
「まずは例会へ」出席率向上に努める、楽しい例会
米山記念奨学会の目的及び事業について会員の理
をめざす。相互の理解を促進するために、各種催し
解と認識を深め、積極的な行動・協力を行う。
への積極的な参加やメイキャップを働きかける。
☆会
計
☆プログラム委員会
予算計画に沿って、適正かつスムーズな資金管理
ロータリー活動において最も重要な例会を、会長
に努める。
方針の下各委員会活動内容を考慮し、会員のために
☆ＩＴ委員会
なる魅力ある楽しい企画運営に努める。
例年同様に、クラブの紹介を兼ねたホームページ
☆クラブ会報委員会
の充実を図ります。また、第 2530 地区の公共イメー
例会ごとに写真撮影、録音などの記録を行い、内
ジ委員会ＩＴ委員会の指針に沿って、ＩＴ活用の向
容をまとめた会報を発行し、次回例会時に会員に配
上に努めます。
付する。
皆さん、こんにちは。9 月１４
日（土）午後から職業奉仕セミナー
に出席致しました。私と高萩地区
研修委員の 2 名で参加して参りま
した。職業奉仕はロータリーの全
看板で基本的なことと講演を開き
学んで参りました。それと 10 月 9 日は移動例会を予
定しております。訪問先は常磐火力発電所です。前
にも伺いましたが今回はＩＧＣＣの方の説明も聞く
予定です。送迎用のバスも火力さんから出していた
だくことになっています。

