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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
会長：森
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幹事：松村

耕三
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第 2918 例会（46号） 2014 年６月５日（ 木）曇
ましたが、１年間を乗り切ることが出来ました。また、
市長選で初当選した清水市長をお招きすることが出来ま
した。

第６回クラブ協議会開催

親睦活動：阿部弘行委員長

例会での誕生日、結婚記念日に記念品
を贈呈しました。７月 25 日に納涼例会、
９月 19 日に観月例会、11 月 11 日にいわ
きで地区大会、12 月 19 日に年忘れ家族会、
３月９日に観梅例会を開きました。年４回の親睦ゴルフ
コンペを企画し、３回まで開催し、４回目は６月 26 日
に開きます。分区の親睦ゴルフコンペには、10 クラブ中
最多の 13 人が参加し、久々に団体優勝を獲得しました。

各委員長が１年間の活動を下記の通り報告し
ました。
会場監督Ｓ.Ａ. A ：黒須幸雄委員長

当初の４つの計画をつつがなく実行で
きました。会長、幹事、プログラムと親
睦活動の各委員会と連携し、例会の円滑
な運営に努めました。来賓・来訪者に対
してはＳ．Ａ．Ａがビジター席まで案内し、役員と同席し
ました。会場のテーブルは６卓とし、席次は３カ月ごと
としました。食事は和洋メニューを交互としました。今
月からはクールビズとしています。

会報・広報：三瓶和秀委員長

職業分類・会員選考：代理・松村耕三幹事

会長、幹事、会員増強委員会とともに、
選考を行い、職業分類を決定しました。
８人が選考されました。

会員増強：新妻純男委員長

地区より純増３％という要請があり、当
クラブは 50 人ですので２人ですが、３人
を目標としました。今年度中の今後の入会
予定を含め、５人の入会達成となります。
企業交代で５人が代わりました。奈良宏一前会員の後任の
方についても、会長と幹事を通じて入会のお願いをします。

ロータリー情報：松﨑倫久副委員長

奈良宏一委員長が退会されました。新入
会員のオリエンテーションを 11 月 27 日に、
いわき地区合同で開催しました。ホームペ
ージについては会報・広報委員会に技術移
転を終え、各委員会に情報提供をお願いしました。

雑誌：清水俊政委員長

計画書通り、滞りなく消化しました。
４月の雑誌月間はプログラム委員会にお
願いしました。ロータリーの見どころ読
みどころは今月第２週に佐々木前会員の
後任の菊田会員が新人卓話と一緒に行います。

プログラム：野沢達也委員長

森会長から、出来るだけ外部の講師を
お願いしたい、謝礼なしでお願いしたい、
との話を頂きました。２カ月先の例会を
見据えて人選しました。苦しい時もあり

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

会報を例会ごとに発行することができ
ました。また、委員会内で原稿を作成し、
経費削減に努めました。ホームページを
定期的に更新し、活動報告や行事の掲載
も速やかに行いました。

スマイルボックス：関口武司委員長

委員全員が協力し、例会開始時刻の 30
分前には受け付けを開始し、チャリティ
ー金を預かり、メッセージを毎回紹介し
ました。本日までのチャリティー金の利
用は総額 151 万 8,569 円で、目標の 120 万円を大幅に上
回りました。皆様のご協力に心より感謝を申し上げます。

出席：馬場学副委員長

出席はロータリアンの３大義務の１つ
を徹底しました。ホームページへの掲示
は会報・広報委員会にお願いします。出
席表を作成し、笑顔で会員を迎えました。
また、３カ月と１年間の出席表彰を行っています。

職業奉仕：吉田義尚副委員長

10 月 31 日に職場訪問を行い、福島高専
を訪ね、当時の奈良宏一会員（校長）か
らスマートグリッドなどを紹介して頂き
ました。ホームページに４つのテスト、
メンバー全員の職場の紹介を行いました。

社会奉仕：伊藤盛敏委員長

地区の社会奉仕事業である猪苗代湖の
水草回収事業は 10 月 27 日に行われ、会
員５人が参加しました。骨髄バンクへの
協力は骨髄バンクを支援する会を通じて、
協力しました。子ども達のための社会奉仕は、群馬県の
太田ロータリークラブと、わがクラブの共同事業として
津波被災地の豊間小、豊間中の児童・生徒全員に図書カ
ードを贈りました。被災地復興支援施設のチャイルドハ

「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」
ウスの開設に協力し、東京・国分寺ロータリークラブか
らはロータリー文庫、国際ロータリー第 2840 地区から
の地区の記念行事として遊具の寄贈の窓口として協力し
ました。舞子浜病院へのグランドピアノの寄贈の窓口も
務めました。2840 地区は、太田ロータリークラブからガ
バナーを輩出するということで、来年度事業として協力
を頂きました。

青少年奉仕：吉田仁平委員長

９月の青少年月間の卓話に、奈良前会
員から、当クラブが寄贈したパソコンを
使っている学生の活動内容等の報告を受
けました。いわき明星大のボランティア
センター（138 人登録）に対して、その一助として、ベ
ンチコート購入に充てる金一封を贈呈しました。次年度
も継続して支援の検討を頂ければ、と思います。

米山記念奨学会：後日、報告書を提出予定

国際奉仕：山﨑慶一委員長

皆様のご協力で、当初の計画をほぼ予定通
り、達成できました。外国出張の折にメーキ
ャップを勧めました。山野辺直前会長が米国
旅行の際にバートン RI 会長と面談されまし
た。恐らく会長と個人的に面談したのは、当クラブ始まって
以来の快挙と思います。世界理解月間の卓話を、松村耕三幹
事にお願いし、交換留学生事業の歴史について、詳しく話を
頂きました。また、森会長が６月１日から４日までオースト
ラリアのシドニーで開かれた国際大会に参加しました。

ロータリー財団：山野辺倉平委員長

本年度の寄付は、年次基金 72 万 7,000 円、
恒久基金がゼロでした。ポリオプラス基金
が 10 万 2,250 円で、皆様から頂いたテレホ
ンボックスを利用しました。合計で 82 万
9,250 円です。会員数 51 人で、ドル換算しますと、１人
当たり 161.88 ドルです。地区の目標が 150 ドルでしたので、
クリアすることができました。本年度の新ポールハリス
フェローは関口武司会員です。

◆司会：松村幹事
〔国歌斉唱・点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
ロータリーの目的（森雄治会長）
・四つのテスト（松
村耕三幹事）
〕

⃝いわき経済同友会より会報が届きました。
⃝森会長が参加した国際大会のパンフレットを回覧
します。

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
国際ロータリー第 2650 地区
生駒ロータリークラブ（奈良県生駒市）
米山奨学生カウンセラー 辻本供代 様
★ 誕生祝
坂本佳友さん
（６月８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
シドニーで開かれた国際大会に参
加し、昨日、帰ってきました。大変、
有意義な時間を過ごし、貴重な体験
が出来ました。クラブからお餞別を
頂き、ありがとうございました。初
めての参加で、何もかもが初めてで
した。世界中から大勢の会員が参加し、シドニーの
オリンピックパークで開かれました。日本からも大
勢が参加し、日本人朝食会が開かれました。バナー
を交換し、本日、この会場に掲示しています。後
日、詳しく報告いたします。大会プログラムの冊子
も回覧します。本日は最後
のクラブ協議会が開かれま
すので、各委員長の皆様か
らの報告をお願い申し上げ
ます。

会報・広報委員会

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

６月５日

52 名

32 名

―

◆スマイルボックス委員会（新田俊彦副委員長）
♥森雄治さん（シドニー国際大会参加に際し、クラ
ブからお餞別を頂きありがとうございました。本日
は最後のクラブ協議会よろしくお願いします）♥辻
本供代さん（旅行中で突然出席させていただきまし
た）♥菊田政寛さん（本日早退します。申し訳あり
ません）♥薄井親一郎さん（早退します）♥山崎洋
次さん（できる限り例会に出席したいと思っていま
す）♥三瓶和秀さん（大変お世話になりました。な
んとか会報ホームページつつがなく続きました）♥
坂本佳友さん（誕生祝ありがとうございます。先日
のＩＧＭはまちがえまして申しわけございませんで
した）♥山﨑慶一さん（森会長さん、国際大会参加
ご苦労様でした）以上、８件
★本日の例会案内 ６月12日（木）PM12：30～
新人会員卓話 菊田政寛会員
お食事メニュー＝間八カマの塩焼
★次回の例会案内 ６月19日（木）PM12：30～
2014年～2015年度 第１回クラブ協議会
お食事メニュー＝牛フィレステーキ ボヘミアン風

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

