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第 2895 例会（23号） 2013 年 12 月 12 日（ 木）晴れ
12 月 12 日、いわき平ロータリークラブ年次総会が開かれ、2014 ～ 2015 年度の副会長、副幹事、
理事役員を選出しました。年次総会の内容は下記の通りです。
いわき平ロータリークラブ細則
第４条第１節
本クラブの年次総会は毎年 12 月に開催されるも
のとする。そしてこの年次総会において次年度の役
員及び理事の選挙を行わなければならない。
第４条第３節
会員総数の３分の１をもって本クラブの年次総会
及び例会定足数とする。

１．定足数の確認 出席者 34 人で定足数に達した。
２．議題
第１号議題 2014 ～ 2015 年度副会長選出の件
候補者 三瓶和秀会員
全会一致で承認
第２号議題 2014 ～ 2015 年度副幹事選出の件
候補者 野沢達也会員
全会一致で承認
第３号議題 2014 ～ 2015 年度理事、役員選出の件
全会一致で下記の通り承認

【 2014~2015 年度役員・理事 】
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新田

役員・理事のあいさつの主な内容は次の通りです。
▽会長＝鈴木東雄氏
３年ほど前から、一所懸命、例会に参加するよう
になりました。まだまだ勉強不足ですが、これから
の半年、十分に勉強して、役員・理事・会員の皆様
のお力添えを頂きながら、いわき平ロータリークラ
ブの名に恥じないように努力致しますので、よろし
くご指導をお願い致します。
▽幹事＝坂本佳友氏
精一杯、頑張りますので、よろしくお願い申し上
げます。
▽会長エレクト＝松崎浩氏
副幹事の野沢達也会員を承認頂き、ありがとうご
ざいました。私と 10 歳違いですが、
責任世代となり、
私を助けて頂きたいと思います。よろしくお願い申
し上げます。

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

浩
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副会長
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副幹事

野沢
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会計
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会場監督

孝一

新妻

純男

新役員

▽副会長＝三瓶和秀氏
若輩者と思っておりましたが、私よりもロータ
リー歴が長い方が 20 人で、ほとんどが会長経験者
であり、私もロータリー歴が長くなりました。至ら
ない所が多々、あると思いますが、ご協力を頂き、
３年後には若輩と言われないようにしたいと思いま
す。よろしくお願い申し上げます。
▽会計＝山城孝一氏
きっちりとした会計を目指したいと思います。よ
ろしくお願い申し上げます。
▽会場監督＝新妻純男氏
楽しい例会になるように、そして、鈴木年度を応
援したいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
▽職業奉仕委員長＝勝田博志氏
鈴木東雄さんと同級生です。１年間、会長を支え
ます。よろしくお願い申し上げます。

「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」
▽社会奉仕委員長＝阿部弘行氏
１年間、よろしくお願い申し上げます。
▽国際奉仕委員長＝大久保健蔵氏
入会以来、走らさせて頂いています。これからも
勉強し、１年間、頑張りますので、よろしくお願い
申し上げます。
▽新世代奉仕委員長＝新田俊彦氏

◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（片平正夫会員）〕
四つのテスト
片平正夫会員

★ 結婚祝

★ 誕生祝

理セミナーがありました。地区の補助金プログラムが以
前よりは利用しやすくなり、各クラブで利用してほしい、
との内容でありました。プログラムは次年度の計画を本
年度に申請するということで、いわき平ロータリークラ
ブの場合は、
「鈴木年度」の事業を３月末まで計画を申
請する必要があります。本日、鈴木年度の体制が決まり
ますので、素早く計画を立てて、申請を出して頂きたい
と思います。また、席上、昨年度の補助金プログラムの
事例発表がありました。いわき桜ロータリークラブをは
じめ７件の発表がありました。ちなみに、今年は 19 件
のプログラムが承認されています。

◆ 米山記念奨学会委員会（飯野光世委員長）

吉田仁平さん

酒井睦雄さん
（12 月 23 日）

鈴木次年度会長の方針に則って活動します。よろ
しくお願い申し上げます。
▽副幹事＝野沢達也氏
本日は、祖父が付けていたロータリーのバッジを
付けてきました。１年間、勉強し、正幹事になった
時は皆様のお役に立ちたいと思います。よろしくお
願い申し上げます。

（12 月 12 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

飯野光世さん、大久保健蔵さん、伊藤盛敏さん、
森雄治さん、山野辺倉平さん、関口武司さん、志賀
弘昌さん、三瓶和秀さん。以上８件

◆ 雑誌委員会（清水俊政委員長）

朝晩、めっきり寒くなりました。
気を付けないと、風邪を召される
こともあると思いますので、健康
には十分、留意され、お過ごしく
ださい。来週は年忘れ家族会です。
親睦委員会の皆様、よろしくお願
い申し上げます。私事ですが、先
月いっぱいで、自分の会社の代表権のある会長を退
き、これからは代表権のない立場です。これまで長
く務めてきましたので、切り換えしないと、と思っ
ています。諸先輩のアドバイスを頂きながら取り組
みますので、ご指導をお願いします。

今月のロータリーの友の「見どころ 読みどころ」
今月は家族月間です。横組みの８ページから 12 ペ
ージまで、家族の何代かの写真が掲載されています。
19 ページに日韓親善会議についての報告があります。
日韓関係は政治的には課題がありますが、このよう
な草の根運動は両国のためには良いことだと思いま
す。930 人が登録されたと報告されています。気にな
る投稿があり、縦組みの 63 ページにある「近年のＲ
Ｉ活動方針に疑問を持つ者として」という投稿です。
皆さんも目を通してほしいと思います。長いロータ
リー歴のある方は、この内容と同じような感覚を持
つのではないかと思いますが、ＲＩは１世紀以上の
歴史があり、いろいろ、これから変わってくると思
います。光と影を伴いながら、変化していくことに、
いろいろ考えさせられると思います。

◆スマイルボックス委員会（新田俊彦委員長）
⃝郡山ロータリークラブより会報が届きました。
⃝猪苗代湖水協議会より第４期概況報告と御礼が届
きました。
⃝国際交流協会より会報が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 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

12 月 12 日

52 名

34 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）

三瓶和秀さん、志賀弘昌さん、森雄治さん、飯野光
世さん、伊藤盛敏さん、大久保健蔵さん。以上６件
※ 12 月７日、第 2530 地区のロータリー財団の補助金管

会報・広報委員会

♥森雄治さん（年次総会よろしくお願いします）♥勝
田博志さん（年次総会、鈴木次年度会長がんばって下
さい）♥阿部弘行さん（愚息が指定校推薦で同志社に
合格しました。高校で不完全燃焼だったラグビーを続
けたいそうです）♥坂本佳友さん（寒い日がつづきま
すが会員のみなさまにおかれましては、身体にはご自
愛下さい）♥鈴木浩さん（駐車場が、いっぱいで苦労
しました。本日友引で宝くじの日ですね）♥野沢達也
さん（欠席がちですみません。先日のあるゴルフコン
ペで優勝しました）♥吉田仁平さん（誕生祝ありがとう）
♥酒井睦雄さん（結婚祝ありがとうございます）♥三
瓶和秀さん（年次総会よろしくお願いします）♥飯野
光世さん（年次総会おめでとうございます）♥佐々木
芳弘さん（年次総会おめでとうございます）♥鈴木東
雄さん（年次総会を祝して）以上、12 件

★本日の例会案内 12月19日（木）
PM６：00～
年忘れ家族会・夜間例会
★次回の例会案内
年末休会

三瓶和秀

安田信二

12月26日（木）

