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第 2868 例会（43号） 2013 年５月 30 日（木）曇り後雨

第７回クラブ協議会
第７回クラブ協議会が開かれ、各委員長（副委
員長）が１年間の活動報告を発表した。発表の
要旨は以下の通りです。
Ｓ.Ａ. A .：黒須幸雄委員長
４つの計画を立てましたが、２つを報
告します。席のテーブルは３カ月ごとに
変更し、最後の２カ月は 60 周年の部会ご
とにしました。食事は和食を中心に、月
一回洋食とし、皆さんの希望で食後にコーヒーを付け
ました。詳しくは報告書でお知らせします。
職業分類・会員選考：佐々木芳弘副委員長
年度当初に作成した計画に則って、概
ね計画通りに進んでいます。

会員増強：吉田仁平委員長
今年度は 49 名で始まり、52 人となりま
したが、理事会で２人の退会が決定しまし
た。３人増を目標にしましたが、１人増で
次年度の委員会に引き渡すことになります。
ロータリー情報：清水俊政委員長
新入会員のオリエンテーションは、田中
ＲＩ会長によるロータリー活動についての
立派な本が出来ましたので、会員全員に配
布しました。奈良宏一副委員長の努力でホ
ームページを立ち上げることができました。皆様にぜひ
ご覧頂きたいと思います。
雑誌：山崎慶一委員長
ほぼ、計画書通りに実施しました。毎
月第二例会でロータリーの友と、ガバナ
ー月信を紹介しています。４月の雑誌月
間には吉田副委員長に卓話を頂きまし
た。地区の要請でロータリーの友とガバナー月信の関
心度調査を行いました。本クラブは 38 人の平均で 63
ポイントでした。
「ややよく読む」の、やや下かな、と
いうところでありました。

2012～2013年度
国際ロータリーのテーマ

プログラム：越智正典委員長
６つの活動計画がありました。５番目
の当会の 60 年の歴史に関する卓話はほと
んど出来ませんでしたが、残りの計画に
ついては、ほぼ達成することができたと
考えております。会長の希望があり、会員卓話を多く
折り込むことができました。
親睦活動：坂本佳友委員長
各委員にお世話になり、各行事を進め
てきました。行事のたびに、会員の温か
い気持ちと励ましで１年間、活動するこ
とが出来ました。細かくは報告書でお知
らせします。
会報・広報：安田信二委員長
委員長を４月に交代し、鈴木弘康副委
員長に大変な尽力を頂きました。
前任者の時も含め、会報を例会ごとに
発行することができましたが、会報の発
行経費削減やカラー化は引き続き検討します。
クラブの情報や社会活動などを報道機関に広報し、
いくつかの記事が掲載されています。
ホームページの立ち上げについては、ロータリー情
報委員会の取り組みに深く感謝すると同時に、週報を
ホームページに掲載し、いわき平ロータリークラブの
情報を広く発信することにつながっています。
スマイルボックス：松崎浩委員長
チャリティー金の年間目標金額 120 万
円に対して、５月 30 日現在で、140 万円
超える金額となりました。あと１ヵ月が
ありますので、嬉しいことがあれば、ぜ
ひ、お願い申し上げます。会員同士のメッセージも利
用をお願い申し上げます。
出席：志賀弘昌委員長
例会の出席表の作成・提示、記帳し、
出席人数を報告しています。また、３カ
月皆勤賞を贈りました。
職業奉仕：三瓶和秀委員長
四つのテスト唱和・実践は活動計画通り、
行いました。職場訪問例会は親睦委員会
と連携し、家族旅行や遠方に出掛けた時
に行いたいと考えていましたが、できま
せんでした。後は概ね達成できたと考えております。

「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」
社会奉仕：新田俊彦委員長
エコキャップは皆様からの協力で 64.7
㌔が集まりました。猪苗代湖の水質向上
の取り組みには５人が 10 月 29 日に参加
しました。ドイツからの益金につきまし
ては、９月 12 日から市内 11 の保育園・保育所の施設
に遊具を配りました。５月９日の例会で、いわき中央
警察署の生活安全課長に防犯カメラの重要性について
お話を頂きました。
新世代：伊藤盛敏委員長
３ つ の 活 動 計 画 の う ち、 １ つ め は、
2530 地区の復興補助事業に組み入れてい
ただき、福島高専に復興人材育成事業の
ためにパソコン 15 台を贈りました。総額
150 万円で、地区から 105 万円、当クラブから 45 万円
でありました。
いわき市の小中学生に放射能教育を行うという、い
わき明星大の学生の活動に対して、その事業に 10 万円
の助成を致しました。
国際奉仕：新妻純男委員長
活動計画には４つあります。２月にい
わき国際交流協会の協力で、いわきに在
住する外国人４人に話を頂き、皆様と懇
談し、交流しました。国際平和シンポジ

ュウム広島大会、リスボンの世界大会への参加を促す
取り組みは、難しかったと考えております。

ロータリー財団：飯野光世委員長
昨年 11 月のロータリー財団月間には、
地区の三富副委員長の卓話を頂きまし
た。年次基金は 12 月 19 日に無事に 100
％を納めることができました。ありがと
うございました。また、恒久基金では、新田さんが２
回目のポールハリスフェローを受賞しました。財団の
セミナー参加につきましては、２回参加しました。ロ
ータリーカードにつきましては、皆様に普及している
という状況であります。
米山記念奨学会：関口武司委員長
10 月の米山月間の１カ月間、会員の皆
様に特別寄付をお願いし、集まった 28 万
円を米山記念奨学会に送りました。米山
月間の例会ではソータイ君に卓話をお願
いしました。また、米山氏の本を読み、皆様にその業績
を紹介しました。2530 地区で２月に奨学生を囲む新年
会が開かれ、出席しました。留学生の皆さんがそれぞれ
の国の衣装を着て、歌を歌ったり、ダンスを踊ったりし
ていました。

委 員 会 報 告

◆司会：阿部幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生
業）
・四つのテスト（渡辺久弥会員）〕
渡辺久弥会員

◆会長挨拶ならびに報告
今年度も残り１カ月になります。
26 日に地区協議会が開かれ、参加
された会員には感謝致します。い
よいよ次年度の計画づくりが本格
化するのかなと思いますが、本日
は、クラブ協議会で、各委員会の皆様に１年間の活
動報告をお願いします。例年は、２～３の委員会を
除き、この時期で活動は終わりですが、今年は 60
周年記念式典があり、次年度の計画と 60 周年記念
事業の準備と、今年の６月はまだまだ忙しい月にな
ります。皆様のご協力をお願いします。本日の理事
会で６月のプログラムが承認されました。通常はフ
ァクスで送っていますが、ホームページにも掲載さ
れていますので、ご覧願います。

⃝いわき鹿島ＲＣより６月プログラム予定表が届き
ました。

会報・広報委員会

◆ 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

５月 30 日

52 名

34 名

―

◆スマイルボックス委員会（松崎浩委員長）

♥山野辺倉平さん（クラブ協議会よろしくお願いし
ます。準優勝ありがとう）♥阿部弘行さん（あと１
カ月と思うと自然とホオがゆるんでしまいます）♥
坂本佳友さん（本日もよろしくお願いいたします）
♥佐々木芳弘さん（なんとなく！）♥吉田仁平さん
（なんとなく）♥有賀行秀さん（28 日はオヤジの命
日でした。三回忌を済ませホッとしているところで
す。生前中はお世話になりました）♥伊藤盛敏さん
（楽しい事がありました）♥大久保健蔵さん（テニ
スの部東北都市対抗のいわき市チームの一員として
優勝しました）♥越智正典さん（大久保さん東北大
会優勝おめでとうございます）♥森雄治さん（大久
保さん、東北大会優勝おめでとうございます）♥山
﨑慶一さん（地区協議会欠席で申し訳ありません。
志賀さん代わっていただきご苦労様でした）♥三瓶
和秀さん（クラブ協議会つつがなく終了したいと思
います）以上、12 件
★本日の例会案内 ６月６日（木）PM12：30～
会員卓話 佐々木宏会員
お食事メニュー＝エビのチリソース
★次回の例会案内 ６月13日（木）PM12：30～
会員卓話 馬場学会員
お食事メニュー＝牛フィレ肉のパルム風カツレツ

安田信二

鈴木弘康

