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◎会長挨拶－嵐　繁雄会長
　皆さん、こんにちは。まずコロ
ナの件ですが、新聞報道を見ます
と第 6波のピークに近い数字がこ
の 2、3 日続いております。まん
延防止は解除されていますが昨日

は県内で 476 名、いわき市は 103 名の感染者数とな
りました。第 6波のピークと同じ数字ですので注意
が必要だと思います。皆さんも本当に気を付けてい
ただきたいと思います。それでは本日のお客様をご
紹介致します。いわき分区ガバナー補佐の阿部弘行
様、分区会計の鈴木弘康様です。後程ご挨拶をお願
い致します。ウクライナ関係の支援も 4月 4 日の会
長幹事会において、4月 30 日までにウクライナへの
人道支援としてロータリー災害救護基金を受付てお
ります。個人、クラブの支援が可能です。第 2530 地
区で 3月 15 日に地区財団活動基金の中から 4万 5 千
ドルを支出しています。当クラブも何らかの支援を
と考え本日の理事会で検討したいと思います。それ
と 4月 17 日前から皆さんへ参加をお願いしている地
区のロータリー奉仕デーということで勿来海岸の奉
仕作業を予定しています。現場へ車で行って海岸へ
降りて見て参りましたが、ゴミだらけという状況で
はなかったです。しかし、砂浜ですので長靴の着用
をお奨めします。当日分区より幟と清掃作業する為
の手袋、ゴミ袋とお茶をいただいています。事前に
申し込みが無くても当日ご家族等の参加は大歓迎で
すので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
よりロータリーリーダーシップ
研究会第 4期パート 3開催案内
がメールで届いています。
 ・規則手続委員会セミナー開催の

お知らせがメールで届いています。
 ・第 7回親善会議福岡大会の案内が届いています。
 ・国際ロータリーマーケティング担当者よりロータ
リーブランド推進の為のアイディアが届いています。

◎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。
◇スマイルボックス委員会－小澤啓一小委員長

 ・いわき分区阿部弘行ガバナー補
佐様を歓迎して。嵐会長、星会
長エレクト、林幹事、吉野（彰）
副幹事、鈴村、冨澤、清水、鈴
木（敏）、木村（義）、小澤、鈴

木（雅）、川口、越田和、髙萩、白井、影山、大平、
根本、渡邉公平パストガバナー、鈴木（修）各会
員
 ・本日勿来ロータリークラブを公式訪問させていた
だきます。   いわき分区ガバナー補佐　阿部弘行様
 ・本日早退ごめんなさい。　 　　  佐藤、柏原各会員
 ・前回休んでごめんなさい。　　  　吉野彰芳副幹事

ゲスト
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　　いわき分区ガバナー補佐　阿部弘　行様
　　いわき分区会計　　　　　鈴木弘康様
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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
君が代
－今月は母子の健康月間です－

ロータリーの目的
　　　　嵐　繁雄　会長

出席状況 正会員数 40 名 カード出席 1 名
本日出席会員数 28 名 本日の修正出席率 72.50％

 ・出席奨励賞（2月分）ありがとうございました。
斉藤副会長

 ・誕生祝ありがとうございました。
鈴村、影山、林幹事各会員

 ・親善ゴルフ 3回優勝しました。　　　   斉藤副会長

◇親睦活動委員会－柏原達之小委員長
　3月誕生者に誕生祝を差し上げたいと思います。名
前を呼びますので前の方へどうぞ。鈴村会員、林幹
事の 2名です。おめでとうございます。

◎ガバナー補佐挨拶
いわき分区ガバナー補佐
　　　　　　阿部　弘行様
　皆さん、こんにちは。いよいよ
2021 － 22 年度も残すところ３カ
月となりました。嵐会長におかれ

ましては残り少しということで肩の荷が軽くなると
ころでしょうが、勿来ロータリークラブさんの創立
60 周年記念式典が 5 月 29 日にあり気が抜けない大
変な時期であると思います。さて、新型コロナウイ
ルスに翻弄されて 2年と３カ月が過ぎました。先月
全ての都道府県でまん延防止等重点措置が解除され
ましたが、第 6波が収束するのかと思っていました
ところ減少してくれません。首都圏では前の週を上
回る感染者が出て第７波の襲来かという報道もされ
ております。そこでいわき分区の今後の活動ですが、
海洋プラゴミ削減活動を 4 月 17 日朝 8 時 45 分から
分区 9クラブ合同で 2ヵ所で海岸清掃活動を行いた
いと思います。勿来クラブさんからも会員、インター
アクトの大勢の参加ありがとうございます。全体 9
クラブ合計でロータリアンと家族で 100 名を越える
人数になっています。3つのインターアクトの部員が
70 名、計 170 名で 2 ヵ所に分かれて清掃活動を行い
ます。また、6月 5日（日）にいわき分区クラブ対抗
のゴルフコンペを開催したいと思います。久々の分
区コンペに沢山の方の参加をお願いします。第 2530
地区からのお知らせですが、5月 15 日（日）会津若
松市におきまして地区研修協議会が開催されます。
次年度の方針が発表されますので役員の皆さん是非
出席されますようお願い申し上げます。それからロー
タリー財団と米山記念奨学会からですが、コロナ禍
の中休会もあり寄付が少なく困っているのが現状で

す。是非残り3カ月の間に寄付をお願い申し上げます。
今日で 4回目の訪問で最後になります。1年間大変あ
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
　いわき勿来ロータリークラブ
は、1961 年 12 月 6 日浦山武一（呉
羽化学工業㈱）特別代表による 26
名で 1962 年 3 月 1 日、現いわき
平ロータリークラブをスポンサー

に当地区 9 番目、ＲＩ加盟承認された。1979 年 10
月入会を許可された私は、地区内外、思わぬ知遇に
恵まれてきた。今世紀に入り、9.11 事件、金融危機、
大震災そして新型ウイルスの脅威にさらされている。
ロータリーに向き合うことの意味や役割が「地球社
会の貧困窮や飢餓」「人権侵害や環境破壊」などの諸
問題等に向き合う実践活動と共に、人類史上消え去
ることのない「民族対立や地域紛争」解決に心血を
注ぐ思いは、人類社会の共通の願いだ。その思いに、
笑顔を絶やすことなく導いてくれた、チャーターメ
ンバー根本明氏、牧野新太郎氏、金成通之氏は幽明
境を異にされた。2021 － 22 年次計画書は、2代目ご
子息 9名を含む 39 名の会員と共に、先輩方の偉業を
継承する 60 周年がスタートした。コロナ禍は、情緒
的情報共有を難しくしたが、それに替わるリモート
例会は、時間的利便性に優れ、ロータリーの価値観
を高めていくに相違ない。それまでのクラブ歴史に
ついての詳細な知識を持たないが、先輩方が書き残
された『25 年史』を基に、編集委員を務められた記
録収集を参考に、これからのクラブの在り方を再考
してみたい。今日、ロータリークラブ現況が速いス
ピードで変化、議論されている時に、ロータリーク
ラブを発足した当時の方々を想起することによって、
クラブ創立の決意と、その後の歴史の重みをしっか
りと受け止める必要がある。近年、地区内のクラブ
にみられる会員減少は、クラブ存続危機の要因を孕
み、解散・消滅の現実味を帯びている。創立された
方々の尊い遺志と情熱に応え、先輩方の偉業に敬意
を表して、私たちは折々の機会に黙祷を捧げて、謙
虚に次へ繋がる活動を目指していきたい。人と人と
の繋がりや交流は心和ませ、遠くからでもその思い
を伝えることができます。ウィズコロナの終息をイ
メージしてみましょう。嵐雷去来、満天の星空をつ
かむように眺め合う日を想像してみてください。ロー
タリーをより効果的に活用し、喜んで参加すること。
そして、市民の皆さんと心を通わせて手を携えるこ
とによって。イザナギ伊邪那美尊の 100 周年へ向け
る強い意志で、新しい仲間を呼び込みましょう!　
…先輩方の偉業・そして、小さな善意を繋ぐために。




