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◆第６回クラブ協議会
60 周年実行委員会全体会議
新妻純男 実行委員長
昨年７月に実行委員長を仰せつかった
が、式典まであと３か月弱となった。そ
の間各部会との打ち合わせ、役員会も２
回開催し、大枠のことが決定しました。
今日は各部会より経過報告を発表してい
ただく。当日は是非奥様同伴の上ご出席いただきます
ようお願いしたい。
ＳＡＡ（黒須幸雄 部会長）
①服装：略礼服（50 周年に準じる）に
蝶ネクタイ（お持ちの方はタキシード）
②記念写真 奥様を含めての撮影。集合
時間３時に２階スタジオにて。
③来賓の接待：リボン付け、控室案内、
若手の奥様方にお願い予定
総務部会（大久保健蔵 副部会長）
招待状の作成を緊急な要件として打ち
合わせ中。物故会員、元会員、特別会員
およびロータリー以外の招待客のリスト
アップに取り掛かっている。ロータリー
以外の招待客としてはいわき市長、いわ
き中央署長を予定している。また、ガバナー、いわき
分区９クラブの会長・幹事を初め 26 名、元会員 26 名
程に招待状を発送する予定。
記念誌部会（奈良宏一 部会長）
記念誌は当日配布せず、当日の写真を
入れ込んだものを後程配布予定。部会長
転任のため担当割り振りを再確認。急務
は過去 10 年間の会長幹事をやられた方
に、10 年間のことについて書いていた
だくこと。４月末が期日で確認作業を急いでいる。また、
名簿と写真の突合せを行っており、写真の未入手を再
確認している。

2012～2013年度
国際ロータリーのテーマ

記念事業部会（野沢達也 副部会長）
平の街中に防犯カメラを２台設置予
定。いわき中央署の生活安全課と場所の
選定を進めている。１台はレンガ通り、
もう１台は中央署と検討中。設置個所が
決定次第、設置に係る電気代の負担を商
店街にお願いする交渉を始めたい。場所と負担の交渉
が終わったら、いわき市へ寄付する。現在いわきの防
犯カメラは未設置状態。今回寄附できれば大いに貢献
できると確信している。
式典部会（鈴木東雄 部会長）
物故会員の紹介の担当者を確認中。式
典の流れの中で、記念品の贈呈があるが、
時間の関係上、代表の方一人の方に受領
していただく予定です。

祝賀部会（松崎勉 部会長）
食事はフルコースを予定。アトラクシ
ョンは因幡晃氏ご本人、ギター、ピアニ
ストの３名を予定。

幹事報告（新田俊彦 幹事）
スケジュールの再確認。２階スタジオ
へ集合に変更。３時 30 分開場。当日結
婚披露宴が予定されており、ロビーが混
雑すると思うが、スムーズな入場を心が
けたい。
祝宴閉会挨拶の後、場所を変えて最終例会を開催する。
会員のみ全員１万円のご負担をお願いしたい。当日
振り込み先をお知らせします。なお、同伴者の負担は
ありません。

★本日の例会案内 ４月11日 ＰＭ12:30～
米山記念奨学生卓話
ソータイくん
お食事メニュー＝牛肉のカツレツ
★次回の例会案内

４月18日

振替休会

「奉仕を通じて平和を」
Peace Through Service

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：阿部幹事

★ 結婚祝

★ 誕生祝

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
ロータリーの目的（森雄治会員）
・四つのテスト（野
沢達也会員）
〕
ロータリーの目的
森雄治会員

新妻純男さん

野沢達也さん

四つのテスト
野沢達也会員

（４月９日）

（３月 22 日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝富岡ＲＣ

2010 － 11 年度会長 田中美奈子さん
今年度会長エレクト 渡邊正義さん
富岡は震災、原子力発電所の事故で
避難している会員が多くいるが、会を
集結するため、平ロータリークラブ、
当時の飯野会長にお願いして、この会
渡邊正義さん 場で例会を継続することができた。お
礼が遅くなりましたが、会の皆様にお世話になりま
した。現在は月に１回例会を開催しているが、未だ
遠くにいて参加できない会員が 10 名程いる。ただ、
会を存続していくため今後も活動を継続していく。
今後ともご支援をお願いしたい。
◆安田信二さん 新入会員挨拶
略歴 昭和 34 年４月 17 日（現在 53 歳）
株式会社福島民報社 いわき支社支社長
現在単身赴任、家族は福島市在住
～挨拶～
歴史と伝統あるこのクラブに入会でき、奉仕の理想
を目指して頑張っていきたい。ロータリーは浪江、須
賀川で経験があり今度で３か所目です。皆さんのご
指導をいただきながら頑張っていきたいと思います。

◆会長挨拶ならびに報告
昨日は春の嵐が吹き荒れたが、
幸いにも桜の花も大丈夫なようで、
週末から来週にかけて満開の桜を
楽しめるのではないかと思います。
会津の旅行を計画しているが、今
日が〆切日です。大河ドラマの関
係から個人で行くには大変なようです。ぜひ参加の
程よろしくお願いしたい。
平クラブＨＰの試験公開も修正が終わり来週から
公開になります。詳細については後程奈良情報副委
員長から報告があります。
暦も４月に入り本年度も残り３か月となりまし
た。各委員会においてはそれぞれの活動計画に沿っ
た仕上げを宜しくお願い致します。
本日は例会終了後、第６回クラブ協議会となり
ます。60 周年実行委員会による式典及び記念事業、
当日の役割などに関する全体会議となりますので慎
重審議を宜しくお願いします。

会報・広報委員会

⃝いわき平中央ＲＣ、いわき勿来ＲＣより４月プロ
グラムが届いています。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

４月４日

52 名

36 名

―

◆ 雑誌委員会（吉田義尚副委員長）

「ロータリーの友 見どころ読みどころ」
【横組】Ｐ８：
『友』の活用法：
「活動改善のきっかけ
づくりに」
「活用する３つのポイント」／Ｐ 20：
「田中
ＲＩ会長 in japan」
：飯舘村を訪問／【縦組】Ｐ２「日
本人のこころと復興」
：
『夕焼け小焼け』には仏教の根
本的な思想と考え方がすべて含まれていると語る。／
Ｐ 36「表紙のメッセージ」
：桜の古木と姫路城

◆ ロータリー情報委員会（奈良宏一副委員長）

４月８日（大安）
、ついに平ＲＣのＨＰを一般公開
します。公開アドレスは
ＵＲＬ http://iwakitaira-rc.jp/
メール office@iwakitaira-rc.jp となります。

◆スマイルボックス委員会（大久保健蔵副委員長）
♥田中美奈子さん（震災の時より大変お世話になっ
ております。今後共御指導お願い致します）♥渡邊
正義さん（長い間お世話になっております。これか
らも宜しくお願いいたします）♥山野辺倉平さん（安
田さんの入会を歓迎します。４月も宜しくお願いし
ます。富岡ロータリークラブの田中様渡邊様の来訪
を歓迎します）♥阿部弘行さん（安田さんの入会を
歓迎します）♥大久保健蔵さん（３月 30 日に娘が
結婚しました。肩の荷が３分の１減りました）♥松
﨑倫久さん（なんとなく）♥新妻純男さん（誕生祝
ありがとうございます）♥関口武司さん（４月から
自由な時間を持てるようになりました。宜しくお願
い致します）♥松村耕三さん（本日は松村看護専門
学校の入学式でした）♥野沢達也さん（欠席がちで
すみません。結婚祝ありがとうございます）♥坂本
佳友さん（４月 20 日観桜例会会員の方の参加おま
ちしております）♥新田俊彦さん（60 周年実行委員
会全体会議、よろしくお願いします）♥山﨑慶一さ
ん（今月は雑誌月間です。アンケートよろしくお願
い致します）以上、13 件

安田信二

鈴木弘康

