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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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■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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雄治

幹事：松村

耕三
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第 2899 例会（27号） 2014 年１月 23 日（ 木）晴
いわき平ロータリークラブは１月 23 日、いわき
明星大ボランティアセンター対して、
・防寒用ジャ
ンパー（ベンチコート）購入に充てる助成金を贈り
ました。
贈呈式は、いわきワシントンホテル椿山荘で開か
れた例会で行われ、青少年奉仕委員会の吉田仁平委
員長がボランティアセンターの活動内容や寄贈の趣
旨などを説明しました。
森雄治会長が人文学部心理学科４年の本宮滉也さ
ん、人文学部表現文化学科４年の鈴木真実さん、教

務・学生センターキャンパスライフグループ長の御
代浩美さんに助成金を贈りました。
本宮さんは「ボランティアセンターの活動は屋外
も多く、今回、頂いた助成金を大切に使います。こ
れからもいわき明星大として、地域に根付いた活動
を行っていきたいと考えて
います」とお礼を述べまし
た。３人は会員と会食しな
がら、今後の活動への抱負
などを語り合いました。
プログラム：野沢達也委員長
会長方針の下に、できるだけ外部卓話
を多くするように努めました。今後半年、
皆様に紹介をお願いします。

第５回クラブ協議会
各委員会が 2013 ～ 2014 年度前半の活動を報
告し、年度後半の活動方針などを説明しました。

親睦活動：阿部弘行委員長
当初の予定通り、進行しています。今後、
観梅例会を水戸方面で移動例会として開き
ます。

Ｓ.Ａ. A .：黒須幸雄委員長
半年が無事過ぎました。計画書にある通り
実行します。３月から６月は席はフリーにし
ます。
職業分類・会員選考：酒井睦雄委員長
以前の報告の通りですが、現在会員 51
人です。

会報・広報：三瓶和秀委員長
週報は遅れないように発行します。委員
会には新たに八幡会員が加わりました。ホ
ームページの更新は週明けに作業を始めま
す。是非とも情報提供をお願いします。

会員増強：新妻純男委員長
上半期に新しく４人入会し、うち２人は
企業交代で、後２人は純増です。後半も２
人純増を目指し、入会をお願いしています。

スマイルボックス：関口武司委員長
チャリティー金は年間 120 万円の目標
ですが、本日の例会で総額 94 万 9569 円
となりました。目標を 150 万円にしよう
かと思います。

ロータリー情報：奈良宏一委員長

新入会員のオリエンテーションは 11 月
27 日に、いわき地区合同で開きました。ホ
ームページについては会報・広報委員会に
技術移転を終わりました。各委員会にホー
ムページへの情報提供をお願いします。

雑誌：清水俊政委員長
佐々木副委員長の協力で企画書通り消
化しつつあります。

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

出席：早川孝義委員長
毎月の例会は約 30 人が出席していま
す。今月末か来月に昨年の３カ月分の奨
励賞を贈ります。
職業奉仕：吉田義尚副委員長
４つのテストは毎回、行っています。
職場訪問は奈良会員のご協力で、福島高
専を訪問しました。ホームページの開設
は奈良会員のお陰で情報が掲載されてい
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：伊藤盛敏委員長
猪苗代湖の水質向上は 10 月 27 日に水
草回収に５人が参加しました。骨髄バン
クにも協力しました。子供達への社会奉
仕は群馬県の太田ロータリークラブと共
同で、豊間小・豊間中に図書券を贈りました。東京の
国分寺ロータリークラブと共にチャイルドハウスにロ
ータリー文庫の寄贈の準備をしています。

国際奉仕：志賀弘昌副委員長
国際大会は６月にオーストラリアのシ
ドニーで開かれます。ぜひ、参加をお願
いします。外国出張・旅行の際のメーキ
ャップもお願いします。２月には世界理
解月間の特別卓話も計画し、松村幹事にお願いします。
山野辺前会長がＲＩ会長と会談しました。
ロータリー財団：代理・松村幹事
順調に活動しています。

青少年奉仕：吉田仁平委員長
本日、いわき明星大に援助しました。
地域の青少年にロータリーの奉仕理念を
理解してもらうと共に、ローターアクト
クラブなどの復活にも取り組みます。福
島高専への援助も検討しています。

米山記念奨学会：飯野光世委員長
目標通りに進んでいます。12 月 20 日の
まとめで、35 万 8,000 円を送金しました。
達成率は 65％です。今後も寄付をお願い
します。

◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）
・
四つのテスト（伊藤盛敏会員）
〕

伊藤盛敏会員

⃝郡 山ロータリークラブより会報、いわき市国際交流
協会より「ワールドアイ」が届きました。
⃝３月 11 日に行われる祈りの集いの案内が届きました。

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
いわき明星大ボランティアセンター。教務・学生セ
ンターキャンパスライフグループ長 御代浩美さん。
人文学部心理学科４年 本宮滉也さん、同 表現文
化学科４年の鈴木真実さん。
★ 誕生祝

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（早川孝義委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

１月 23 日

52 名

33 名

―

◆ ロータリー財団委員会（代理・飯野光世会員）
森雄治さん
（１月 11 日）

越智正典さん
（１月 28 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
暦の上では大寒も過ぎまして、これ
からは寒さも少し緩んでくるのかと思
いますが、まだまだ今年の気圧配置は
完全に冬型で、厳しい寒さが続くよう
ですので、くれぐれもご自愛ください。
第 18 回米山功労クラブとして、いわき
平ロータリークラブに感謝状が届きま
したので、ご披露します。
年末、ロータリーの事務所が荒らされました。警察
に届け出ましたが、被害はありませんでした。今はド
アを直し、元通りになりました。所有者と話して、セ
キュリティーをしっかりすることとしました。皆様も
会社や自宅を気を付けください。

◆ロータリー財団に寄付

酒井睦雄さん、松﨑勉さん、大久保健蔵さん、佐々
木芳弘さん。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、酒井睦雄さん、新田俊彦さん、 松
﨑勉さん、大久保健蔵さん、佐々木芳弘さん、松﨑倫
久さん、吉田義尚さん。以上８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」紹介
特集のロータリーの理解推進月間は、ロータリーを
知らせることの大切さなどを紹介し、各地区の取り組
みを説明しています。また、ツイッターなどネットに
ついては便利さと同時に、問題や危険性を知った上で
の活用を呼び掛けています。
ゴルフについては、ホールインワン自慢という投稿
があり、ホールインワンの確率などを紹介しています。
11 月 16 日・17 日の第 2530 地区大会の模様が紹介さ
れています。

スマイルボックス 12 件
（次号以降に掲載致します）
★本日の例会案内 １月30日（木）PM12：30～
外部卓話
お食事メニュー＝牛フィレカツレツのドミグラスソース

志賀弘昌会員
マルチプルポール
ハリスフェロー
３回目

松崎浩会員
ポールハリス
フェロー
１回目

大久保健蔵会員
ポールハリス
フェロー
１回目

会報・広報委員会

★次回の例会案内 ２月６日（木）PM12：30～
国際奉仕委員会担当卓話 松村耕三会員
お食事メニュー＝ちらし寿司

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

