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・本日 3 回目の訪問です。宜しくお願いします。
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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 2803 回

ゲスト
第 2530 地区いわき分区
ガバナー補佐 上村 直人
分区会計 金土 重順

例  会

4 つのテスト
川口登志雄

クラブフォーラム（中間報告）
◎会長報告－木幡智清会長

上村直人様

・前回休んでごめんなさい。

大平会員

・2019 年地区大会にてマルチ・ポール・ハリス ･ フェ
ローの表彰状をいただきました。 押田行正元会員

◎クラブフォーラム（中間報告）
☆会場監督（ＳＡＡ）

ＳＡＡ

勝利

紀を守り、明るく、楽しい密度の濃い秩序正しい例
会をめざしてます。

役だてます。
☆親睦活動委員会

荒川

清

会員相互の親睦をより強めコミュニケーションの
族の方が楽しく出席できる活動にしています。
☆職業奉仕委員会

副委員長

小澤

啓一

ロータリーの原点である職業奉仕が近年忘れられ

幹

事

星

行夫

真の職業奉仕について再認識の気運が高まっている。
当クラブも会員の職業倫理を高め、職業を通じての

ラブの伝統と実績を尊重しつつ「ENJOY ROTARY」

貢献を勉強したい。

ロータリーを楽しめるように努ています。

☆社会奉仕委員会

☆職業分類委員会

小委員長

ることが多い。ＲＣにおいても、また第 2530 地区でも、

「ロータリーは世界をつなぐ」を基本理念に、当ク

小委員長

川口登志雄

前年度のクラブ職業分類を参考に、未充填部門の

会員

の心」ほ浄財に表し、社会・国際奉仕と親睦活動に

向上を図るとともに、多くの会員新人会員や会員家
高萩

ロータリークラブとしての品格を保ち、気品と風

☆クラブ奉仕第一委員会

令和 2 年 1 月 29 日 ( 水・雨のち晴 )

ロータリーソング 我等の生業
－今月は職業奉仕月間です－

様
様

いわき分区ガバナー補佐

相互に祝福し、会員の皆様のお気持ち「善意と奉仕

委員長

吉野

彰芳

社会奉仕活動は、ロータリー活動のなかでも最重
要な活動と認識のもとに思いやりの心を持ち、他人

充填を図り会員増強の資料とする。

や社会に尽くすことを念頭に地域社会のニーズを的

☆ロータリー情報 ･ 戦略計画委員会

確に捉え、地域社会に対する奉仕とＰＲを心掛けて

小委員長

是非一人でも多くのご参加を宜しくお願い申し上げ

鈴村

正人

活動します。更に地域関係機関とも連携して効果あ

皆さん、こんにちは。夕べから先程まで強い雨が

ます。地区のメイン事業の復興フォーラムが 3 月 21

第 2530 地区組織の「会員選考増強・拡大・ロータリー

降っておりましたが、今現在は青空が出ております。

日、22 日が行われます。夜の懇親会には 1 クラブ 2

情報委員会」に当クラブで対応する一部組織が「ロー

それでは本日のお客様をご紹介します。いわき分区

名から 3 名の出席をお願いしたいというガバナーの

タリー情報・戦略委員会」であります。会長方針に

環境保安の理解と自然保護の大切さを認識し、奉

ガバナー補佐の上村直人様と分区会計の金土重順様

ご意向でした。4 回目の訪問はＩＭが終了してから御

則り、クラブ会員にロータリーの知識、情報を提供

仕を実現する機会として、植樹運動や公共施設公園

です。また、畠山会員の後任の常陽銀行植田支店長

礼に参りますので宜しくお願いします。

する。会員減少をクラブの危機と捉え、全会員で増強・

等の清掃奉仕作業を社会奉仕委員会と協力し活動に

の渋佐俊幸様もお見えですので後程ご挨拶をお願い

◎幹事報告－星

拡大を図っています。

努ています。

します。それと今後の行事としてソフトテニス大会、

行夫幹事

・回覧中の文書についてご案内をします。只今ガバ

☆クラブ奉仕第二委員会

委員長

嵐

繁雄

る活動を行います。
☆環境保全委員会

☆国際奉仕委員会

幹事

委員長

星

行夫

鈴木修一郎

そして 23 日にはいわき桜ロータリークラブと磐城農

ナー補佐様からもお話がありました復興をフォー

国際ロータリーのテーマである「ロータリーは世

業高校インターアクトクラブの交流会に星幹事と蛭

ラムへの御参加・御登録のお願いが届いています。

界をつなぐ」を基本理念に各委員会は行動計画を立

する。米山奨学生を通し国際親善と理解につなげる。

田委員長と参加致しました。内容はポリオについて

・週報がいわき平中央ロータリークラブ、北茨城ロー

ビデオで勉強し、星一の話を紙芝居で実に上手に発

案し、活力ある楽しいロータリーになる様な活動を

ロータリー財団を活用して、当クラブが取り組める

タリークラブ、岡崎南ロータリークラブ、東京江

表していただきました。

目指しています。

国際奉仕を模索しています。

戸川ロータリークラブより届いています。

☆出席委員会

◎新入会員挨拶
常陽銀行 植田支店
支店長 渋佐

俊幸様

皆様、こんにちは。只今ご紹介をいただきました

◎ガバナー補佐挨拶
いわき分区ガバナー補佐
上村

への積極的な参加やメイキャップを働きかけていま

活動を支援する。さらにロータリークラブとして青

す。

少年の健全育成と活動に積極的に参加しています。

・いわき分区よりＩＭ送迎バス運行のお知らせも回
覧中です。ミドリを 12 時 45 分出発予定です。

準備宜しくお願いします。

◎各委員会報告
◇出席委員会－中河正英副委員長
◇スマイルボックス委員会－富岡幸広副委員長
・いわき分区ガバナー補佐上村直人様の来訪を歓迎
して。富岡、冨澤、鈴木（雅）、鈴村、生駒、吉野、
髙萩、小澤、川口、影山、佐藤（政）、藤田、蛭田、

ます。お蔭様で折り返しを無事に出来ました。本当

荒川（義）、赤津（善）、鈴木（修）、木村（義）、中河、

に皆様のご協力に深く感謝申し上げます。今当クラ

渡邉公平パストガバナー、今泉各会員及び木幡会

ブは一番忙しい時期でＩＭが目の前に来ています。

長、嵐副会長、星幹事、細田副幹事

正会員数
本日出席会員数

49 名
34 名

剛

共に、磐城農業高校インターアクトクラブの育成と

皆さん、こんにちは。本日で 3 回目の訪問になり

出席状況

蛭田

をめざす。相互の理解を促進するために、各種催し

本日の出席状況は下記の通りです。

直人様

委員長

第 40 回ライラ研修会参加のご案内が届いています。

・本日はクラブフォーラムですので発表される方は

宜しくお願いします。

☆青少年奉仕委員会

青少年の社会に対する奉仕活動の認識を深めると

店に着任致しました。私の出身はいわき市平ですが

思います。皆様と精一杯活動したいと思いますので

政司

「まずは例会へ」出席率向上に努める。楽しい例会

・先週行われました理事会の議事録も回覧中です。

今回初めて支店長として赴任し何か縁があるように

佐藤

・国際ロータリーより地区研修セミナーのご案内、

常陽銀行植田支店の渋佐と申します。27 日に植田支
社会人になってから茨城県で仕事をしておりました。

小委員長

国際奉仕活動の理解をふくめるための活動を推進

カード出席
本日の修正出席率

☆プログラム委員会

小委員長

大平

伸人

小委員長

生駒

祐健

ロータリー活動において最も重要な例会を、会長

ロータリー財団活動に対する理解を促進し、財団

方針の下各委員会活動内容を考慮し、会員のために

プログラムへの参加と地区財団寄付目標の達成に努

なる魅力ある楽しい企画運営に努めています。

めています。

☆クラブ会報委員会

小委員長

今泉

敏徳

例会ごとに写真撮影、録音などの記録を行い、内

☆米山記念奨学会

副委員長

木村

義英

米山記念奨学会の目的及び事業について会員の理

容をまとめた会報を発行し、次回例会時に会員に配

解と認識を深め、積極的な行動・協力を行っています。

布しています。

☆会

☆雑誌広報委員会

委員

影山

晴康

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っ
ています。

4名
82.61％

☆ロータリー財団委員会

☆スマイルボックス委員会

計

幹事

星

行夫

予算計画に沿って、適正かつスムーズな資金管理
に努ています。
☆ＩＴ委員会

委員長

鈴木

雅之

例年同様に、クラブの紹介を兼ねたホームページ
の充実を図ります。また、第 2530 地区の公共イメー

副委員長

富岡

幸広

会員の皆様やご家族、そして職場などでの慶事を

ジ委員会ＩＴ委員会の指針に沿って、ＩＴ活用の向
上に努めます。

