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【森雄治　会長】
　お手元の資料は「ロータリーロ
ゴ解説」「ＲＩ会長メッセージ」「ガ
バナーエレクト方針」であり、そ
して、いわき平ロータリークラブ
の次年度目標であります。

　次年度目標は①互いをより深く知り合う機会とし
て、親睦活動を推進し、家族も一緒に参加する機会
を設けます②卓話を外部の方に幅広くお願いします
③職業奉仕の理想を推進し、拡大するために、クラ
ブの基盤の強化と会員増強に努力し、純増３名を目

2013－ 2014年度　第１回クラブ協議会

【会場監督Ｓ.Ａ.A.：黒須幸雄委員長】
　目的は秩序正しく品位ある例会の運営
に努めます。また、会員の親睦を深める
楽しい例会となるように努めます。活動

計画は①会長、幹事、プログラム委員会と連携を密にし、
円滑な運営を図ります②来賓、来訪者に対しては、Ｓ．
Ａ．Ａが役員席まで案内し、役員に同席をお願いしま
す③会場のテーブルは原則として円卓６テーブルとし
ます。その席次は３ヵ月ごととし、委員会ごとの席次
の組み合わせとします④食事は和食と洋食を一週ずつ
交代します－であります。

標とします④職業奉仕を高めあう機会として、魅力
ある、ともに歓びを分かち合える楽しい例会の開催
に努め、出席率の向上を目指します⑤目的と趣旨を
よく理解したうえで、ロータリー財団および米山記
念奨学会への理解と協力を行います⑥（地区テーマ）
の “ 未来の子供たちの輝く笑顔のために ”、社会奉
仕活動を推進します。であります。
　上記の目標に向かって、松村幹事とともに一年間、
努力いたします。会員の皆様のご指導、ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

【職業分類・会員選考委員会：酒井睦雄委員長】
　目的の一つは、未充填分類の職業を出
来るだけ埋め、二番目には会員選考につ
いては、何らかの職業を持って、また、

社会的には奉仕の理想を理解する方をお願いすること
です。現在、会員は五十二人で、職業分類は全て埋ま
っていますが、七十人ぐらいの職業分類がありますの
で、もっと増やしてほしいと思います。活動計画は、
会員全体でロータリーの奉仕と親睦の趣旨を理解する
方に入会して頂くことです。その中から、職業分類に
充填します。

【会員増強委員会：新妻純男委員長】
　目的は、クラブの充実した活動には、
メンバー数の確保は重要であり、全会員
の皆様に会員増強の協力を頂きます。二

番目は入会を勧めるべき職業分類を検討し、適格な人
物を理事会に推薦します。活動計画は、会員増強の目
標は地区の要請で３％ですが、純増３名以上の増強を
目標にします。最終的には55人にできれば、と思います。
全会員に候補者のリストアップと推薦をお願いします。
３番目には、退会者の防止に対する対策を講じること
です。魅了ある例会やクラブ運営が大切と考えます。

【ロータリー情報委員会：奈良宏一委員長】
　目的は、新入会員、及び候補者にロー
タリーの歴史、情報、及び特典と責務に
関する情報を提供します。活動計画は①

新会員にオリエンテーションを実施します②会報・広
報委員会が管理するホームページの運用を支援すると
共に、関係委員会と連携し、ロータリー情報を提供し
ます。



会報・広報委員会 安田信二　鈴木弘康

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
【雑誌委員会：清水俊政委員長】
　目的はロータリーの友の掲載内容を紹
介し、会員のロータリーへの理解と関心
を深めます。ロータリーの友の講読意欲

を高めます。活動計画はロータリーの友の紹介、原則
として第二週の例会で、ロータリーの友を配布して、
読みどころの解説や記事の紹介を行います。４月の雑
誌月間にはプログラム委員会と協議し、相応しい卓話
者を企画します。ロータリーの友を外部に寄贈します。
ロータリーの友への投稿を勧めます。

【プログラム委員会：欠席】
　会長の方針に従って、外部卓話を増やすようにお願
いしています。

【親睦活動委員会：阿部弘行委員長】
　会員相互の友情はもとより、家族間の
親睦も深め、クラブの目標遂行に有意義
な親睦活動を行います。例会での会員の

誕生日・結婚記念日に記念品の贈呈、７月に納涼例会、
９月に観月例会、11 月に地区大会（いわき明星大）、12
月に年忘れ家族会、１月に新年例会、２月下旬に観梅
例会、６月に最終例会を予定しています。親睦ゴルフ
コンペも４回、行います。また、次年度、分区の親睦
ゴルフコンペも行うことになります。

【会報・広報委員会：三瓶和秀委員長】
　会報を例会ごとに発行します。また、
経費削減に努力します。ホームページを
定期的に更新します。この３つに努力し

ます。

【スマイルボックス委員会：関口武司委員長】
　日常のうれしい出来事や会員へのメッ
セージ、およびチャリティー金をお預か
りします。活動計画はチャリティー金の

年間目標金額を 120 万円とします。例会ごとに寄せて
頂いたメッセージを発表します。チャリティー金の保
管、帳簿の記録保存をします。誕生祝い、結婚祝いは
５千円をお願いします。

【出席委員会：馬場学副委員長】
　出席はロータリアンの三大義務の一つ
であることを徹底します。活動計画は、
ホームページに出席はロータリアンの三

大義務の一つですという文を掲載します。例会の出席
表の作成・提示、出欠について委員が記入し、笑顔で
会員を迎えます。３カ月皆勤及び１年単位で表彰しま
す。

【職業奉仕委員会：吉田義尚副委員長】
　昨年と同様に、ロータリアンは職業人
として企業運営を通して道徳的水準を高
め、職業倫理の高揚を目的とします。福

島高専に職場訪問を予定しています。

【社会奉仕委員会：伊藤盛敏委員長】
　ロータリーにおける社会奉仕活動の精
神を学び、それに沿った奉仕活動の実践
に当たります。地区が事業を計画してい

る猪苗代湖の水質向上に向け、水草回収に参加協力し
ます。来年度で４年目です。また、骨髄バンクへの協力、
地区のテーマであります「未来の子供たちの輝く笑顔
のために」に沿って、社会奉仕活動を行います。

【新世代委員会：吉田仁平委員長】
　青少年奉仕に名称が変わるかもしれま
せんが、頑張ります。30 歳前の青少年の
指導ですが、ローターアクト、インター

アクトの養成・補助が一番の目的です。地区のテーマ
の一番目に「東日本大震災を忘れない」、二番目に「復
興を目指し、頑張ります」があります。いわき明星大
の菜の花プロジェクトに代わるものがないかを、テー
マに沿って、関口学長とも相談します。福島高専には
パソコンなどの贈呈がありましたが、その後の取り組
みを奈良校長と連絡を取って、継続的に援助していき
たいと思います。

【国際奉仕委員会：山崎慶一委員長】
　国際理解・親善・平和を推進するため
に、国際奉仕についての関心を高め、相
互理解と交流を深めます。活動計画は、

来年６月にオーストラリアのシドニーに開かれる国際
大会への参加を促します。外国出張・旅行の折のメー
キャップを勧めます。２月の世界理解月間に特別卓話
を行います。分区内の青少年交換（平中央ロータリー
クラブ、メキシコからの留学生）に協力します。

【ロータリー財団委員会：山野辺倉平委員長】
　目的は、財団補助金プロジェクトへの
参加と寄付を通じて財団を支援します。
活動計画は財団補助金プロジェクトや活

動への参加を呼びかけ、促進します。２年がかりのプ
ロジェクトで、2014 年２月末までに申請書を提出し、
次々年度に行うことになります。また、年次基金は１
人 150 ドルとします。恒久基金への寄付を推奨します。
ロータリーカードへの加入を推奨します。ポリオ撲滅
を支援するため、ポリオプラス基金に１人当たり 20 ド
ルの寄付をお願いします。

【米山記念奨学会委員会：欠席】
　来年度から 2500 円を２回、年額 5000 円を、各クラ
ブ人頭払いとなりますので、これを寄付します。
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会長挨拶 松本勇名誉会員を悼む

　我がロータリークラブの 60 周年記念式典を共に
祝うのを待たず、慌ただしく先輩は先立たれてしま
った。本当に、本当に残念でたまらない。鎌倉で生
まれ早稲田の理工学部で学んだ後、縁あって醸造業
「白馬の雪」を継いでいわきの人となり 1956 年３月
当ロータリーに入会された。その経験の豊富さと温
厚なお人柄で、当クラブでは先輩のガバナー姿を常
に期待していたが、その夢も消えてしまった。
　先輩にお会いしたのは 1977 年小生がいわきに赴
任し、「白馬の雪」に燃料を納めていた仕事の縁で
ご挨拶に伺ったのが初めてであった。ご自宅は歴史
を思わせる重厚な大きなお屋敷で、大型犬のコリー
をかわいがっていらしたのが印象的だった。若輩者
の小生にも常に分け隔てなく接し、当時のロータリ
ーの人脈や、時には大蔵省を酒の肴に出荷前の生酒
をご馳走してくださった。しかもその語り口はいわ
きに移って随分になるのにいつも歯切れのいい東京
弁だった。
　故堅田誠一氏や故諸橋富弥氏とは趣味や話が合う
と見え、時々堅田邸に集まってよく団欒されていた。
またお二人がなくなった後は多くの山ガールに囲ま
れて、近くの山々を散策されていらっしゃったらし
く、お昼のお弁当のときは何時もたくさんの差し入
れで食べきれないとのろけておられた。
　天国では堅田さんや諸橋さんが「白馬の雪」をお
待ちしているかもしれません、どうぞ存分に団欒し
て下さい。　　　　　　　　　　　　　　合　掌

　　　　　　　　　　　 第54代会長　吉田　義尚

　先週の分区ゴルフ大会に参加い
ただいた６名の会員の方々お疲れ
様でした。
　今年は 60 周年記念に花を添え
るため優勝を狙っていましたが、
惜しくも準優勝でした。

　小名浜クラブが優勝で参加人数も 11 名だったよ
うです。平クラブは６名の参加でしたので健闘した
のではないか。次年度は平クラブが首班クラブとな
りますので、次年度は多くの参加の程よろしくお願
いしたい。
　本日例会終了後に臨時総会及び次年度の第１回ク
ラブ協議会の開催ということで案内しておりました
が、臨時総会で予定していた「クラブ細則の改正」
はクラブ細則 14 条に「例会場でできる」との規定
がありますので、後ほど例会内で協議をお願いした
いと思います。
　以上で通常例会の挨拶は今日が最後となりまし
た。1年間ありがとうございました。



会報・広報委員会 安田信二　鈴木弘康

「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

〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・
四つのテスト（三瓶和秀会員）〕

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

６月 20 日 52 名 38 名 ―

◆スマイルボックス委員会（大久保健蔵副委員長）
♥山野辺倉平さん（分区ゴルフコンペ第２位になり
ました。参加者に感謝）♥阿部弘行さん（60 周年
記念式典まで 10 日を切りました。最後のおい込み
よろしくお願いします）♥坂本佳友さん（本日もよ
ろしくお願いいたいます）♥黒須幸雄さん（RC分
区コンペ、団体準優勝）♥伊藤盛敏さん（ゴルフ愛
好会準優勝ありがとうございました。分区のコンペ
も頑張りました）♥小暮憲一さん（森年度第１回ク
ラブ協議会。一年間たいへんですね！）♥関口武司
さん（新年度森会長、松村幹事宜しくお願い致しま
す）♥森雄治さん（第１回目のクラブ協議会みなさ
んよろしくお願いいたいます）♥新妻純男さん（結
婚祝ありがとうございます）♥高萩阿都志さん（結
婚祝ありがとうございます）♥馬場学さん（誕生祝
ありがとうございます。今日で 53 歳になりました）
♥鈴木浩さん（誕生祝ありがとうございます）♥松
﨑勉さん（誕生祝ありがとうございます。早退しま
す）以上、13 件

三瓶和秀会員

★本日の例会案内　６月29日（土）PM２：30～
　　60周年記念式典及び最終例会

★次回の例会案内　７月４日（木）PM12：30～
　　会長・幹事所信表明
　　いわき分区ガバナー補佐来訪
　　お食事メニュー＝刺身定食

★ 結婚祝

新妻純男さん
（６月28日）

高萩阿都志さん
（６月24日）

★ 誕生祝

馬場　学さん
（６月20日）

鈴木　浩さん
（６月30日）

国際ロータリー第2530地区
いわき分区親善ゴルフコンペ

１　開催日　平成 25 年６月 15 日（土）
２　会　場　クレストヒルズゴルフ倶楽部

2013 年６月 15 日（土）　クレストヒルズゴルフ倶楽部

団体　準優勝

順位 氏　　名 GROSS HD NET
優　勝 佐々木　　　宏 99 31 68

準優勝 伊　藤　盛　敏 81 8 73

３ 位 黒　須　幸　雄 80 6 74

４ 位 松　崎　　　浩 89 9 80

５ 位 山野辺　倉　平 96 12 84

６ 位 吉　田　義　尚 110 20 90

順位 氏　　名 西 中 GROSS
６ 位 黒　須　幸　雄 42 38 80
13 位 伊　藤　盛　敏 38 43 81
17 位 山野辺　倉　平 47 49 96
25 位 佐々木　　　宏 46 53 99
37 位 吉　田　義　尚 56 54 110
40 位 松　崎　　　浩 48 41 89

いわき平RC　第４回ゴルフ愛好会　成績
（いわき分区親善ゴルフコンペ同時開催）

［2012ｰ 2013年度］

ハッピーバースデーソング斉唱




