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■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F
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（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
会長：森

雄治

幹事：松村

耕三
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第 2882 例会（10号） 2013 年９月 12 日（木）曇

第２回クラブ協議会
第２回クラブ協議会が開かれました。発表の要
旨は以下の通りです。
Ｓ.Ａ. A .：黒須幸雄委員長
順調に計画を消化しています。第１回目に
発表したとおり、テーブル席は３カ月ごとに
換え、食事は和と洋を一週間ごと交代にして
います。コーヒーは毎食出して頂いています。
職業分類・会員選考：酒井睦雄委員長
転勤等で 48 名になりました。その後２
名増えまして現在は 50 名ということにな
っております。
会員増強：新妻純男委員長
現在 50 名の会員ですが、基本交代なの
で実際としては純増１名。地区の要請３％
は、50 名としてもだいたい２名を入れれば
超えます。現在内定２名、交渉中の方が１
名いますので、決まりましたら４名の入会が成立します。
ロータリー情報：奈良宏一委員長

新入会員等のオリエンテーションは、予
算節約とのため分区で一緒にやらせていた
だくということを考えております。
クラブのＨＰは会報・広報委員会でメン
テナンスをして頂かなければならないので
すが、慣れないだろうということでサポートさせていただ
いております。この年次計画書・年次報告書の情報を反映
して、今年度の内容になります。たくさんの人にメンテナ
ンスを勉強していただければと思っております
雑誌委員会よりロータリーＨＰ更新の報告がありました
が、良くしすぎて通常のコンピューターでは開けないよう
です。当クラブのＨＰは大丈夫ですので、ご活用ください。

雑誌：清水俊政委員長
前月末に届く「ロータリーの友」を委
員会で通読いたしまして、その見どころ
読みどころを皆さんに紹介しています。
プログラム：欠席

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

親睦活動：大久保健蔵委員
活動計画の納涼例会まで進みました。次
週イタリアンコートさんで観月例会を実施
します。出欠まだの方はお願いします。
11 月の地区大会はいわき明星大学で行
われます。いわき分区担当ですのでお手伝いの方お願
いするかも知れません。ご協力よろしくお願いします。
分区親睦ゴルフコンペは日取りを変更しまして５月
10 日、場所はクレストヒルズカントリークラブになっ
ております。よろしくお願いします。
会報・広報：三瓶和秀委員長
会報を例会毎に発行しています。会員
卓話の際、原稿を用意して委員に頂ける
と、テープおこしを頼まなくてすみます
ので経費削減になります。できれば原稿
の用意お願いします。
ＨＰの定期更新はほとんど奈良先生にお願いしてい
ます。なんとか奈良先生のお手をあまり煩わせないよ
うにがんばっていきたいと思います。
スマイルボックス：関口武司委員長
チャリティー金 120 万円の目標を達成
したいと思っておりますのでご協力お願
いします。
出席：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Ｈ
Ｐ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たいと考えてい
ます。例会の出席表の作成・掲示、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：吉田義尚副委員長
職場訪問例会として、10 月 10 日福島
高専を訪問します。後ほど出欠をとらせ
て頂きますので、なるべく大勢の方お見
えになって頂きたいと思います。
社会奉仕：伊藤盛敏委員長
地区の奉仕事業であります猪苗代湖の
水質向上水草回収事業は、10 月 27 日実
施されることになりました。参加回覧し
ておりますのでお願いします。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
２つの地区からいわきの子どもたちのために、幼児教育、
小・中学生の教育のための義援金を持参したいので、その
贈呈先を検討していただきたいという要請がきておりまし
て、委員会の中で検討しています。決まりましたら報告
したいと思います。

ロータリー財団：欠席

国際奉仕：志賀弘昌副委員長
国際大会が来年の６月開かれますので
ぜひ参加お願いします。海外に行ったと
きは、クラブのメーキャップをして頂き
たい。世界理解月間に特別卓話を実施し
たいと思っています。分区内の青少年交換に協力して
いきたいと思っています。

米山記念奨学会：飯野光世委員長
目的は外国から来日している留学生に、
奨学金を支給する。会長から報告があっ
たように、地区の寄付金が減額し、人数
が減ったというようなことがありますの
で、ご理解たまわりたいと思います。特別寄付は地区と
して会員一人あたり 11,000 円を目標としています。年
間 5,000 円は会費から頂いております。毎月窓口設けて
おりますのでご協力お願いします。
10 月米山月間は 24 日に担当の卓話をさせていただき
たいと準備をしております。勉強不足でどこまでいける
か不安でありますが、精一杯がんばります。

◆司会：松村幹事

委 員 会 報 告

新世代：欠席

〔点鐘・ロータリーソング（我らの生
業）
・四つのテスト（奈良宏一会員）〕
奈良宏一会員

★ 結婚祝

★ 誕生祝

佐々木宏さん
（９月 18 日）

佐藤淳さん
（９月 13 日）
ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
９月７日、常磐ロータリークラブ
の 50 周年記念式典パーティーに、
私と松村幹事、越智ガバナー補佐、
大久保いわき区幹事の４名で招待を
受け、出席してまいりました。50
人ぐらいの式典だったのですが、家
族的ななごやかな感じで行われまし
た。スポンサークラブということで、感謝状と記念
品（前テーブルの役職札）を頂いてまいりました。
９月８日、米山記念奨学会の委員会に、飯野委員
長がちょうど流鏑馬と重なっておりましたので、私
が行ってまいりました。現状を簡単に説明しますと、
今年度は新規 11 名継続３名の 14 名の子どもさんの
お世話をしていますが、次年度は８名に減りますと
いうことでした。当地区の寄付額の順位が 34 地区
中 24 番目と非常に低く、少ないというのが理由で、
それをなんとか皆さんの力でがんばって、前のよう
に戻して頂きたいとの趣旨でした。普通寄付金とし
て 5,000 円、その他に特別寄付金として 11,000 円、
合わせて一人 16,000 円のご寄付をできればお願い
したいとのお話でございました。

⃝いわき小名浜 RC、
郡山 RC より会報が届きました。

会報・広報委員会

◆ 出席委員会（馬場学副委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

９月 12 日

51 名

28 名

―

◆ ロータリー財団委員会（飯野光世会員）

新田俊彦さん、松﨑勉さん、大久保健蔵さん、佐
藤淳さん。以上４件

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

飯野光世さん、志賀弘昌さん、松﨑倫久さん、森雄
治さん、佐藤淳さん、松﨑勉さん、大久保健蔵さん。
以上７件

◆ 雑誌委員会（佐々木宏副委員長）

ロータリーの友「見どころ読みどころ」
⃝横組 Ｐ１ ロータリーの新しいウェブサイト。
Ｐ６～新世代月間。Ｐ 29 リスボン国際大会を振り
返って 郡山西ＲＣ高橋会員の全英文スピーチ掲載
⃝縦組 Ｐ 13 卓話の泉、酒のお話 Ｐ 24 各クラ
ブからの投稿 原町ＲＣからの投稿掲載

◆スマイルボックス委員会（関口武司委員長）

♥松﨑勉さん（なんとなく）♥坂本佳友さん（お休み
が多く申し訳ありません）♥黒須幸雄さん（２週連続
欠席しました）♥郡二三子さん（先週はお休みさせて
頂きました。申し訳ございませんでした）♥高萩阿都
志さん（９月 19 日お月見例会宜しくお願いします）
♥飯野光世さん（例祭やぶさめ無事終え感謝申し上げ
ます）♥佐藤淳さん（誕生祝ありがとうございます）
♥佐々木宏さん（結婚祝ありがとうございます）
以上、８件
★本日の例会案内 ９月19日（木）PM18：30～
観月例会（夜間例会・同伴例会）
場所：イタリアンコート
★次回の例会案内 ９月26日（木）PM12：30～
ガバナー公式訪問 第２回ガバナー補佐訪問
第３回クラブ協議会
お食事メニュー＝牛フィレ肉のカツレツ

三瓶和秀

安田信二

