
会  長 嵐　　繁雄

幹  事 林　　毅彦

ＳＡＡ 鈴村　正人

遠藤　　洵

出席状況 正会員数 39 名 カード出席 2 名
本日出席会員数 31 名 本日の修正出席率 84.62％

◎会長挨拶－嵐　繁雄会長
　皆さん、こんにちは。コロナ関係は福島県内 6日
連続 0名ということでおさまりつつあるように思い
ます。しかしながら注意して皆さんも気を付けて下
さい。また、60 周年事業関係の事ですが、昨日勿来
支所へ行って来ました。植田駅前と勿来駅前と岩間
海岸の 3ヵ所へベンチの設置がほとんど終わりまし
た。その手続きを支所へ鈴木雅之会員と行って協議
して参りました。それと植田公民館の幕も地区から
の補助が正式に確定し工事の段階に進んで植田公民
館の館長、副館長と打合せをして来ました。日程的
に間に合うか今の段階では分かりませんが、1月 30
日の式典に間に合わなければ目録をお渡しする予定
です。それから悲しいお知らせですが、昨年まで会
員だった髙瀬政男会員がお亡くなりになったと連絡
をいただきました。一般会葬で行うそうですので後
程全会員へファックスでお知らせ致します。60 周年
については本日会員卓話で鈴木修一郎会員から説明
があるかと思いますが、少しづつ詰めて当日は素晴
らしい式典にしたいと思いますので皆さんのご協力
宜しくお願いします。

◎幹事報告－林　毅彦幹事
 ・国際ロータリーガバナー事務所よりユーチューブ
アップロードのお知らせが届いています。
 ・米山記念奨学会よりハイライト米山Vol 260 号が届
いています。
 ・髙萩勝利会員へベネファクターの認証が届いてい
ます。後程お渡し致します。
 ・第 2530 地区会員増強委員会よりレディロータリア

ンとの交流の集いユーチューブ掲載案内が届いて
います。
 ・東京江戸川ロータリークラブより週報が届いてい
ます。
 ・本日例会終了後に臨時理事会を開催致しますので
理事者の方、60 周年実行委員の方もオブザーバー
としてお願いします。

◎各委員会報告
◇出席委員会－鈴木修一郎小委員長
　本日の出席状況は下記の通りです。なお、本日は
出席奨励賞をお渡し致しますので冨澤藤利会員前の
方へどうぞ。おめでとうございます。

◇スマイルボックス委員会－小澤啓一小委員長
 ・会員スピーチご苦労さまです。嵐会長、星会長エ
レクト、林幹事、吉野副幹事、木幡、髙萩、鈴木（雅）、
鈴木（敏）、鈴村、蛭田（剛）、鈴木（修）、湯目、
渡邉公平パストガバナー、柏原、木村（博）、冨澤、
川口、佐藤（政）各会員
 ・誕生祝ありがとうございました。　  鈴木敏広会員
 ・出席奨励賞ありがとうございました。　  冨澤会員
 ・本日早退ごめんなさい。　  斉藤副会長、小澤会員

　会員卓話　鈴木修一郎会員

○例会日　毎週水曜日（12:30 ～ 13:30） ○事務局　TEL/FAX（0246）56 － 3473
○例会場　ホテルミドリ 　　　　　E-mail:info@iwakinakoso-rc.jp
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 いわき勿来ロータリー・クラブ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
ロータリーソング　奉仕の理想
－今月は会員増強・新クラブ
　　　　　結成推進月間です－

4つのテスト例会出席心得
　　　　　　蛭田　剛　会員

◇親睦活動委員会－柏原達之小委員長
　皆さん、こんにちは。親睦活動
委員会よりご案内申し上げます。
例年開催されたいますクリスマス
家族例会を 12 月 22 日開催すべく
計画しております。私も不慣れな
ものですから詳しい内容について
はファックスでご連絡を差し上げ

たいと思いますので、宜しくお願いします。
◎ロータリー財団より認証状授与
　ロータリー財団より髙萩勝利会員へベネファク
ター認証状が届いています。嵐会長よりお渡し致し
ますので前の方へどうぞ。当クラブは初の授賞にな
ります。おめでとうございます。

◎会員卓話
　　鈴木修一郎会員（60周年式典委員長）

　本日は会員卓話という形でお時
間をいただきましたが、60 周年の
現状報告を含めてお話をさせてい
ただきます。皆さんのお手元に資
料をお配りしていると思いますが
それは現在の案ということでご理
解下さい。これから当日の出欠の

確認をとり変更になる場合もあります。期日は 2022
年 1月 30日（日）八幡台やまたまやにおいて行います。
時間が午前 11 時から午後 12 時 30 分で予定していま
す。改めて皆さんが集合される時間はご連絡をさせ
ていただきます。数多くの皆様にご参加していただ
ければと思っています。ご協力宜しくお願い致しま
す。
いわき勿来ロータリークラブ創立 60周年（案）

◆式典次第◆
（11：00 ～ 12：30）
司会進行　式典委員長　鈴木修一郎

式典副委員長　鈴村　正人
アシスタント　金成　仁子

 1 　点　　　鐘 会　長　嵐　　繫雄
 2 　開式のことば 実行副委員長　越田和俶充
 3 　国 歌 斉 唱 ソングリーダー　鈴木　敏広
 4 　ロータリーソング（奉仕の理想）

ソングリーダー　鈴木　敏広
 5 　来賓紹介 実行副委員長　斉藤　　隆
 6 　参加ロータリーおよびインターアクト・クラブ紹介

実行副委員長　斉藤　　隆
 7 　物故会員への黙祷 式典委員長　鈴木修一郎
 8 　主催者挨拶 会　長　嵐　　繁雄
 9 　歓迎の挨拶 実行委員長　髙萩　勝利
10　感謝状・表彰状および記念品贈呈

　会　長　嵐　　繫雄
　1）スポンサークラブ　いわき平ロータリークラブ

会　長　坂本　佳友 様

　2）歴代会長及び幹事（第 50 代～第 59 代）
歴代会長代表　赤津　善宣
歴代幹事代表　山下　喜一

　3）35 年以上在籍者 清水　信弘
　4）40 年以上在籍者 渡邉　公平
　5）表彰者謝辞 渡邉　公平
　6）福島県立磐城農業高等学校

インターアクト・クラブ　会　長
　7）姉妹クラブ　東京江戸川ＲＣ 会　長
　8）友好クラブ　岡崎南ＲＣ 会　長
11　創立 60 周年記念事業発表

記念事業委員長　鈴木　雅之
　1）目録贈呈　①寝伸ばしベンチ
　　　　　　　 ②植田公民館緞帳
　　　　　　　 ③インターアクトクラブ　ＰＣ
　2）謝辞・感謝状
12　来賓祝辞
　1）国際ロータリー

第 2530 地区ガバナー　志賀　利彦 様
　2）いわき市長　　　　　　　　　　内田　広之 様
　3）いわき平ロータリークラブ　スポンサークラブ

会　長　坂本　佳友 様
13　祝電披露 式典副委員長　鈴村　正人
14　ロータリーソング（我等の生業）

ソングリーダー　木村　博昌
15　閉式のことば 実行副委員長　越田和俶充
16　点　　鐘 会　長　嵐　　繫雄
17　諸事お知らせ 幹　事　林　　毅彦

福島県立磐城農業高等学校
インターアクト・クラブ創立 50周年記念（案）

◆祝賀会次第◆（13：00 ～ 15：00）
　　　　　　　　　　 司会進行

式典副委員長　鈴木修一郎
　　　　インターアクト・クラブ 50 周年

副委員長　斉藤　　隆
アシスタント　金成　仁子

 1 　開式のことば 実行副委員長　斉藤　　隆
 2 　歓迎のことば 会　長　嵐　　繫雄
 3　 来賓祝辞
　　　　国際ロータリー第 2530 地区ガバナー

芳賀　利彦 様
 4 　インターアクト・クラブ設置校挨拶
　　　　福島県立磐城農業高等学校　

校　長　五ノ井平吉 様
 5 　インターアクト・クラブ活動発表
　　クラブ沿革と現在の活動と今後の抱負
　　　　福島県立磐城農業高等学校
　　　　インターアクト・クラブ　会　長
 6　 乾　　杯
　　　　国際ロータリー第 2530 地区

パストガバナー　渡邉　公平 様
 7 　祝　　宴
　　◇アトラクション◇　　　　　司　会
　　　ビンゴゲーム　　　　　　　指　導
 8 　ロータリーソング（手に手をつないで）

ソングリーダー　木村　博昌
 9 　御礼のことば 実行委員長　髙萩　勝利
10　閉式のことば 会長エレクト　星　　行夫
11　諸事お知らせ 副幹事　吉野　彰芳




