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◎会長報告−木幡智清会長
皆さん、こんにちは。本日はカバナー公式訪問で
第 2530 地区の芳賀裕カバナーと地区副幹事の箭内一

令和元年 9 月 25 日 ( 水・晴 )

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−
4 つのテスト
鈴木修一郎

席しております。原因は会員の減少と会員の資質だ

族」です。ロータリークラブのいろいろな活動の中に、

と思います。地区のセミナーに出席すれば為になる

ご家族も参加出来るようにして欲しい、マロニー会

話が沢山出て来ます。1 クラブ一人は必ず出席し、内

長は 25 歳でロータリークラブに入会され 30 歳でク

容をクラブへ持ち帰りクラブの皆さんに伝達しても

ラブ会長、34 歳でガバナーをされた方です。子ども

らいたいと思います。

さんが小さい時にロータリー活動を務められていま

◎地区代表副幹事挨拶−箭内一典様

す。家庭サービスの時間とロータリー活動の時間が

地区の代表副幹事をやっている

なかなかうまく行かない時もあったと思います。ロー

箭内です。勿来クラブさんと私の

タリーの中でご家族も一緒に楽しめる企画を多く取

クラブは大体同じ位の会員数で会

り入れて下さい。そうすることで家庭サービスもロー

員増強に大変力を入れている印象

タリーの中で出来るのではないかということです。3

があります。会員増強のセミナー

つ目は、忙しく仕事をしているロータリアンもロー

ではスピーチもしていただきました。本日も勉強さ

タリーのリーダーとなれるようにするための道をひ

せていただきますので宜しくお願いします。

らくことです。会長、幹事は見ていると大変忙しそ

◎ガバナー挨拶
第 2530 地区ガバナー 芳賀

うだと思われるかもしれません。そんな忙しい立場

裕様

に自分はなりたくない。3 年後に会長をお願いします

本日皆様にお話をさせていただ

と言われた時、じゃあロータリー辞めますという会

くのは皆さんのお手元にお配りし

員もいます。そういうことが起きないように会長の

◇スマイルボックス委員会
−鈴木秀夫小委員長

た 2 種類の資料です。今年度のＲ

役割を各委員会委員長、各会員が少しずつ分け合っ

Ｉ会長マーク・ダニエル・マロニー

てやっていっていただきたいと仰っています。4 つ目

・2019 − 20 年度ＲＩ第 2530 地区ガバナー芳賀裕様

さんは、ロータリーは世界をつな

は、長年にわたるロータリーと国連との歴史的な関

会員

典様がお見えになっています。また、いわき分区ガ

の来訪を歓迎して。川口、清水、畠山、本間、丹野、

ぐというテーマを掲げています。1 月にガバナーにな

係に焦点を置いています。来年ロータリーは 115 周年、

バナー補佐の上村直人様と分区会計の金土重順様も

生駒、藤田、渡邉（貴）、林、鈴木（修）、吉野、富岡、

る為の国際議会がサンディエゴで 1 週間行われまし

国連は歴史的な設立から 75 周年を迎えます。国連を

お見えになっています。芳賀ガバナーには早朝から

佐藤（政）、冨澤、鈴村、中河、鈴木（雅）、鈴木（秀）、

た。その協議会に出席した際、マロニー会長からお

つくる際に 60 名といわれるロータリアンが企画に参

大変お疲れのところ懇談会、クラブ協議会に参加い

髙萩、渡邉（公）パストガバナー各会員及び嵐副

聞きしたことを皆様にお伝えしたいと思います。マ

画をし、国連をロータリアンがつくったと言われる

ただき本当にありがとうございました。いわき分区

会長、越田和会長エレクト、星幹事。

ロニー会長は 4 つのことについて強調されました。1

位の関係があります。その後、様々な国連の活動の

で当クラブの公式訪問は 2 番目だそうです。いわき

・本日は公式訪問でお邪魔致しました。

つは、ロータリーを成長させることです。グローロー

中でロータリアンが共に活動している。国連とロー

裕様

タリーということで会員基盤の維持向上と維持強化

タリークラブが一体となりポリオ根絶に取り組んで

箭内一典様

です。ロータリアンは自分を磨き、職業を磨いて社

もう少しの所まで来ています。この様な現状からロー

上村直人様

会に役立つことをしようということを思った人の集

タリーは世界をつなぐと仰っています。社会が分断

金土重順様

まりです。多様な職種の方々に集まっていただきた

されてしまう状況

いそういうクラブを作りたいという思いになります。

にあるがそれをつ

それが会員増強となります。我々 100 年後にはここ

なぐのはロータリ

にいる方は誰もいません。何もしないでいれば勿来

アンだと仰ってい

本日は私 2 回目の訪問になりま

ロータリークラブも消滅してしまいます。それでは

ま す。 マ ロ ニ ー 会

す。前回訪問した時には東京江戸

困りますので後を継いていってくれる若い方を会員

長はそのような強

・高萩、北茨城、いわき勿来 3 クラブ親睦ゴルフコ

川ＲＣさんが来訪されており大変

としてお誘いしなければいけません。2 つ目はクラ

い思いを持ってい

ンペを皆さんへご案内しましたが、参加者が 5 名

活発な動きをされている印象でし

ブよりも家庭に近いところにあります。それは「家

ます。

となっています。参加したいと思われる方は至急

た。今日も話をお聞きしましたら

ご連絡を下さい。10 月 13 日（日）開催予定です。

高萩ロータリークラブさん、北茨城ロータリークラ

・猪苗代湖の水草除去ですが本日が締切りになって

ブさんと交流されていていわき分区の中では勿来

います。出席される方は吉野委員長へ申し出て下

ロータリークラブさんはアクティブにいろいろな活

さい。宜しくお願いします。

動をされていると敬意を表するところです。昨日も

と福島を往復し大変だと思いますが宜しくお願いし
ます。最近は異常気象が続き国際サミット温暖化対
策が開かれています。世界が早く 1 本化して対策を

地区副幹事
いわき分区ガバナー補佐
分区会計

していただきたいと思っています。

◎幹事報告−星

第 2530 地区ガバナー

行夫幹事

芳賀

・出席奨励賞ありがとうございました。

・只今回覧中の物のご案内をします。ロータリーよ
りロータリアン誌が届いています。いわき桜ロー
タリーより週報と年次計画書が届いていますので
ご覧下さい。

川口会員

◎ガバナー補佐挨拶
いわき分区ガバナー補佐 上村直人様

◎各委員会報告
◇出席委員会−佐藤政司小委員長

小名浜ロータリークラブさんでお願いをして参りま

本日の出席状況は下記の通りです。

が現状です。他の分区では 100 から 90 パーセント出

出席状況

正会員数
本日出席会員数

したが、いわき分区の出席率が地区に対して悪いの

50 名
35 名

カード出席
本日の修正出席率

3名
79.17％

