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◎会長挨拶－嵐　繁雄会長
　皆さん、こんにちは。先日の日
曜日 5月 29 日創立 60 周年記念式
典が皆さんのご協力を得て無事に
終了することが出来ました。大変
ありがとうございました。振り
返って本当に 1年間かけて開催す
ることが出来て 29 日に終りまし

たら頭の中が真白になりました。今日は今年度の活
動報告があると思いますが会長報告は今月末にお話
をさせていただきます。記念式典には 100 名の参加
をいただき、実行委員長、式典委員長、事業委員長
外全ての会員にご協力をいただき開催することが出
来たと思っております。新聞各社さんでも大きく掲
載していただき凄いことをやったと実感しておりま
す。コロナも幸いなことに日曜日は 2桁の感染に減
少していて週ごとに減って来ています。今月の最終
例会は例年夜の例会で飲食とアルコールを出してい
ましたがこの状況なので今月中旬まで様子を見て決
めたいと思います。その辺はプログラム委員会と打
合せしているところです。いろいろ検討しながら進
めて行きたいと思います。今月は活動報告や次年度
の活動計画発表があります。また、7 月 6 日にはガ
バナー公式訪問が予定されていますので、リハーサ
ルも行う予定になっています。ですので毎週クラブ
フォーラムで密度の濃い月になっています。次年度の
星年度に向けて皆さんのご協力を宜しくお願いします。
◎幹事報告－林　毅彦幹事
 ・国際ＲＩ事務所より 2022－23 事務局研修セミナー
の案内が届いています。
 ・第 40 回ロータリー研修会の案内が届いています。
 ・本日例会終了後に理事会を開催しますので理事の
方はお残り下さい。
◎新入会員紹介－嵐　繁雄会長
　東邦銀行の白井支店長が東京へ転勤され、新しく
高野努支店長が今日お見えになっておりますので、

自己紹介とご挨拶をお願いしたいと思います。
◎新入会員挨拶

　東邦銀行植田支店
　　　 支店長　高野　努　様
　皆さん、こんにちは。只今ご紹
介をいただきました東邦銀行植田
支店の高野と申します。白井の後
任ということで本日着任致しまし
た。自己紹介させていただきます

と出身は福島市で白井支店長と同級生で白井支店長
の前の渡邉支店長も机を並べて仕事をしており植田
支店とは何か縁を感じます。いわきでは 15 年程前に
小名浜支店に 4年程おりまして、15 年振りに植田に
参り懐かしく思っております。ロータリアンの経歴
としては南会津町の田島ロータリークラブに 3 年 3
カ月程在籍しておりました。南会津は日本酒が盛ん
で飲んで強くなりました。いわきは魚がおいしいの
で会津の酒と一緒にいただくと最強だと思います。
趣味は野球観戦とゴルフです。着任したばかりで何
もわかりませんのでこれから勿来植田地域の皆様の
為に頑張りたいと思いますので引き続き宜しくお願
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。
◇スマイルボックス委員会

－小澤啓一小委員長
 ・本日はクラブフォーラムです。
活動報告よろしくお願いしま
す。嵐会長、星会長エレクト、
林幹事、吉野（彰）副幹事、鈴
木（雅）、川口、清水、髙萩、冨澤、
木村（義）、高野、荒川、渡邉

公平パストガバナー、湯目、木村（博）、鈴村、佐藤、

　　　クラブフォーラム
　　　　　　（活動報告発表）
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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
－今月はロータリー親睦活動月間です－

ロータリーの目的
　　　　　嵐　繁雄　会長

出席状況 正会員数 39 名 カード出席 3 名
本日出席会員数 28 名 本日の修正出席率 79.49 ％

☆プログラム委員会 鈴木修一郎委員
　ロータリー活動において最も重要な例会を、年間
プログラムを作成し、月間テーマや公式行事に関連
したプログラムを推進し、月毎に調整しながら運営
致しました。会長方針のもと会員による卓話を中心
に、会員相互の理解に努めました。
☆雑誌広報委員会 湯目　　浩小委員長
　コロナ感染拡大の影響から公共施設の利用制限等
もあり、思うように「ロータリーの友」誌を地域の
皆様にアピールする機会や広報的活動を損失した 1
年間になってしまいました。
☆スマイルボックス委員会 小澤　啓一小委員長
　例会の開催に合わせて、スマイルボックス活動を
実施しました。年度の初めは休会の影響がありまし
たが、その後は例会が開催され、出席奨励賞、誕生
日と合わせてご寄付を頂き、ありがとうございました。
☆親睦活動委員会 吉野　彰芳副幹事
　観月家族例会、観桜家族例会はコロナ感染防止の
ため、通常例会と致しました。クリスマス家族例会
は 12 月 22 日（水）に八幡台やまたまやにて開催され、
34 名の方々に参加いただきました。
☆職業奉仕委員会 鈴木　雅之委員長
　60 周年記念式典にあわせ事業として実施した背伸
ばしベンチの設置、社会奉仕委員会と連携した清掃
活動が出来ました。
☆社会奉仕委員会 川口登志雄委員長
　2022 年 4 月 17 日地区事業の「ロータリー奉仕デー」
として当クラブは勿来海岸のプラスチックゴミを中
心に磐農インターアクトの生徒さん、また、企業の
皆さんの応援も頂き海岸清掃作業を行いました。
☆環境保全委員会 木村　義英副委員長
　新型コロナウイルス感染防止の為の活動自粛によ
り水草除去作業などの活動が中止となりました。植
田駅前清掃活動については感染防止対策をとり実行
できました。
☆国際奉仕委員会 小澤　啓一委員
　地区研修セミナーへの参加。① 9月 25 日　郡山ユ
ラックス熱海。② 4 月 16 日　オンラインセミナー
（Zoom）に参加致しました。
☆青少年奉仕委員会 木村　博昌小委員長
　磐城農業高校インターアクトクラブに対する支援
活動を行いました。
☆米山記念奨学会 佐藤　政司小委員長
　9月になって新型コロナウイルスの感染が急激に拡
大し、いわき市も「まん延防止等重点措置」の為に
例会の休会が増えました。２月例会の休会になりま
した。そのために地区目標の会員 1人年額 15,000 円
達成できませんでした。
☆ロータリー財団委員会 根本　克頼小委員長
　会員にロータリー財団の活動内容と意義を理解し
ていただき、活用への協力をお願いしました。
☆会　　計 高野　　努会計
　事業計画に則った予算執行、厳正な会計処理に努
め、コロナ禍によりクラブ活動が制限される状況下
であることを鑑みれば、概ね良好な責務遂行ができ
たものと判断しております。
☆ＩＴ委員会 鈴木　雅之委員長
　ホームページを毎週更新し会報をアップロード致
しました。

吉野（嘉）、小澤各会員
 ・本日早退ごめんなさい。　　　　　　  柏原各会員
 ・誕生祝ありがとうございました。

星会長エレクト、越田和、根本各会員
 ・創立 60 周年記念式典ありがとうございました。

嵐　会長
◇親睦活動委員会－林　毅彦幹事
　6月 5日湯本スプリングスにおいて勿来ロータリー
会長杯及びいわき分区親善ゴルフコンペが行われま
す。参加予定の方に組み合わせを郵送させていただ
きました。12 名の参加になっています。当日いわき
分区の受付と勿来ロータリークラブの受付 2つ用意
してありますので、両方受付を済ませて下さい。勿
来ロータリークラブ会長杯の表彰式は 8日の例会後
に行います。また、本日は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。星会長エレ
クト、越田和会員、
根本会員おめでとう
ございます。
◇創立 60周年記念実行委員長髙萩勝利会員
より
　過日 5月 29 日に 60 周年記念式典がございました。
鈴木修一郎式典委員長はじめ皆様のご協力により滞り
無く開催出来ましたので皆様に御礼を申し上げます。
◎クラブフォーラム（各委員会活動報告）
☆会場監督（ＳＡＡ） 鈴村　正人ＳＡＡ
　クラブ例会は、新型コロナウイルス感染症拡散の
第 5波、第 6 波に見舞われ、休会を余儀なくされた
時期がありました。
☆クラブ奉仕第一委員会 星　　行夫委員長
　地区ガバナーの運営方針、活動目標及び当クラブ
会長方針に従って、会員増強、例会の活性化、公共
イメージのアップを委員会の主な活動として行いま
した。
☆職業分類委員会 佐藤　政司委員
　会員選考増強委員会と連携を取り合い会員増強に
努めました。会員候補者を職業分類表により分類し
理事会に具申致しました。
☆会員選考増強委員会 髙萩　勝利小委員長
　本年もコロナ禍ではありましたが、会員の皆様に
会員増強に努めていただきました。
☆ロータリー情報・戦略計画委員会

越田和俶充小委員長
　4つ程の活動計画を立て実践してきましたが、長期
のコロナ休会等もあり半分程しか実践活動が出来ま
せんでした。
☆クラブ奉仕第二委員会 吉野　彰芳副幹事
　「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」
の基本理念に基づき、コロナ感染予防のため休会も
多く、活動も制限され、当初の目標達成は出来ませ
んでした。
☆出席委員会 鈴木修一郎小委員長
　コロナ感染予防対策として密を避けるために、昨
年度よりハイブリッド会議（Zoom会議と会場参加）
を実施しました。出席率の向上に努め、相互の理解
を促進するために各種催しへの積極的な参加やメイ
キャップを働きかけました。




