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2014～2015年度
年次総会

2014～2015年度　年次総会

　12 月４日、いわき平ロータリークラブの 2014 ～ 2015 年度・年次総
会が開かれ、鈴木東雄会長の議事進行で、2015 ～ 2016 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。

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　2015 ～ 2016 年度副会長選出の件
　　候補者　大久保健蔵会員　全会一致で承認

新しい役員・理事と、主なあいさつの内容は次の通りです。
▽会長＝松崎浩氏
▽幹事＝野沢達也氏
　私が青年会議所に入会した時の理事長は松崎浩次年
度会長でした。その時の総務委員長が大久保健蔵次年
度副会長でありました。１年間、頑張りますので、よ
ろしくお願い申し上げます。
▽直前会長＝鈴木東雄氏
▽会長エレクト＝三瓶和秀氏
　大久保次期副会長に無事に引き継げるように努めま
すので、よろしくお願い申し上げます。
▽副会長＝大久保健蔵氏
　２年間、勉強し、名誉あるいわき平ロータリークラ
ブに恥じない会長を目指しますので、今後ともご協力
をお願い申し上げます。
▽会場監督＝伊藤盛敏氏
　４年ぶりの会場監督を務めます。松崎次年度会長の
方針の下で、１年間、楽しく、明るい例会の運営に努

　第２号議題　2015 ～ 2016 年度副幹事選出の件
　　候補者　鈴木弘康会員　全会一致で承認
　第３号議題　2015 ～ 2016 年度理事、役員選出の件
　　候補者　全会一致で下記の通り承認

めます。30 年前の青年会議所時代に、松崎次年度会長
とは理事長、専務理事としてお世話になりました。１
年間、松崎会長を支え、協力しますので、よろしくお
願い申し上げます。
▽職業奉仕委員長＝新田俊彦氏
▽社会奉仕委員長＝志賀弘昌氏
　私にとっては重荷でありますが、松崎次年度会長か
ら推薦を頂きました。ご支援をお願い申し上げます。
▽国際奉仕委員長＝山野辺倉平氏
▽青少年奉仕委員長＝関口武司氏
　松崎次年度会長からの命を受けまして、皆様のお力
を借り、１年間、頑張りますので、よろしくお願い申
し上げます。
▽副幹事＝鈴木弘康氏
　震災の年の平成 23 年 10 月に入会し、30 代で副幹事
という大役を務めることとなり、皆様のお力を借りま
して運営に携わりたいと思いますので、よろしくお願
い申し上げます。

会長
松崎　浩

幹事
野沢達也

直前会長
鈴木東雄

会長エレクト
三瓶和秀

副会長
大久保健蔵

会場監督
伊藤盛敏

新役員
職業奉仕委員長
新田俊彦

社会奉仕委員長
志賀弘昌

国際奉仕委員長
山野辺倉平

青少年奉仕委員長
関口武司

副幹事
鈴木弘康



会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

◆ロータリー財団委員会（森雄治委員長）
　三瓶和秀さん、関口武司さん、飯野光世さん、阿部
弘行さん。� 以上４件
◆米山記念奨学会委員会（代理・森雄治会員）
　三瓶和秀さん、阿部弘行さん、飯野光世さん、山崎洋
次さん、森雄治さん。� 以上、５件
◆親睦活動委員会（伊藤盛敏委員長）
　12月18 日に年忘れ家族会を開催します。午後６時半か
ら、この会場で開きます。本日夜、委員会を開き、詳細を詰
めます。今のところ、会費は会員が１万円、奥様が５千円
の予定です。プレゼントの交換も例年通り、３千円の会費
を徴収し、委員会の予算と合わせてくじ引きなどでお渡
しします。アトラクションは、ラテン系のギターと歌のジ
プシー・ニコさんを招く予定です。一両日中にご案内を
差し上げます。

◆司会：坂本幹事

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）・
ロータリーの目的（野沢達也会員）・四つのテスト（早
川孝義会員）〕

野沢達也会員 早川孝義会員

　12 月に入って寒波が襲ってきまし
た。本日は飯野会員がお久しぶりに出
席され、今後もお体に気を付けて、出
席をお願い申し上げます。
　昨日、はやぶさ２号の打ち上げが成
功し、６年たてば、生物の起源がはっ
きりするということで、生きることと

は何かを興味深く見守りたいと思います。
　先月 30 日、いわき分区のインターシティミーティン
グがパレスいわやで開かれました。、出席した皆様、ご
苦労様でした。野﨑ガバナーをはじめ、大分南ロータ
リーからも 10 人ほどがメーキャップされ、合計で 200
人が出席しました。記念講演では、社会福祉法人育成
会理事長の高村トミ子先生が「35 年　地域の皆様にあ
りがとう」と題して、授産所の設立、また、近所の方
にお世話になったこと、授産所の子どもたちに励まさ
れたことなどを話され、基本的なボランティアの大切
さを感じました。また、イギリス・ロンドンのチジッ
ク＆ブレントフォードロータリークラブの田中ソロ
ウェイ明美さんが、東日本大震災の震災孤児を支援す
る団体「エイドフォージャパン」の活動状況などを説
明し、家族を亡くした子どもをイギリスに招いたこと
を報告しました。四倉のチャイルドハウスふくまるに
も関係していることを話しました。我々もボランティ
アとして考えていく必要があると思いました。
　懇親会も開かれ、清水市長らが出席され、東日本国
際大附属昌平高校のダンスチームがアトラクションに
出演しました。日頃、いわきに住みながらも、ロータ
リアンとして接触のない方とも情報交換ができ、一つ
の良い体験だったと思います。
　本日は年次総会を開きますので、ご審議をよろしく
お願い申し上げます。

◆会長挨拶ならびに報告

◆幹 事 報 告

⃝�骨髄バンクより礼状が届きました。
⃝�いわき勿来ロータリークラブより 12 月プログラム予
定表が届きました。
⃝�いわき平中央ロータリークラブより会報が届きました。

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
12 月４日 51 名 34 名 ―

★本日の例会案内　12月11日（木）PM12：30～
　　会員卓話　児玉武彦会員
　　お食事メニュー＝�牛カツレツ　トマトソース
★次回の例会案内　12月18日（木）PM6：30～
　　年忘れ家族会（夜間例会）

★ 結婚祝

★ 誕生祝

◆スマイルボックス委員会（薄井親一郎会員）
♥鈴木東雄さん（年次総会よろしくお願いします）♥
佐々木芳弘さん（飯野さんお元気になられて）♥
阿部弘行さん（すいません。早退します）♥鈴木浩さ
ん（“ 宝くじ ” より、スマイルボックスへ！）♥森雄治
さん（飯野さん、お元気になられて良かったですね）
♥松﨑倫久さん（飯野さんお元気で何よりです）♥
三瓶和秀さん（いよいよ年次総会です……。飯野さん
元気なお姿が見れておめでとうございます）♥山崎洋
次さん（先月、立て続けに所用があり出席できず申し
訳ありませんでした）♥大久保健蔵さん（休みがちで
すみません）♥伊藤盛敏さん（３カ月出席皆勤賞有難
うございます）♥山﨑慶一さん（結婚記念品ありがと
うございます）♥早川孝義さん（結婚祝ありがとうご
ざいます。早退します）♥仲沼之博さん（結婚祝あり
がとうございます。結婚記念日忘れてました。思い出
させていただいてありがとうございます。後で家内に
連絡します）♥飯野光世さん（長期欠席、無事復帰し
てきました。御見舞ありがとうございました。誕生日
祝ありがとうございました）� 以上 14 件

【会報・広報委員会からのおことわり・おわび】
　11 月 30 日に開かれました、いわき分区インター
シティミーティングは例会と位置づけられていま
したので、11 月 30 日は 2014 ～ 2015 年度の第 21
回（通算第 2942 回）例会となります。おわびを申
し上げます。

早川孝義さん
（11月15日）

山﨑慶一さん
（11月24日）

仲沼之博さん
（12月4日）

ハッピーバースデーソング斉唱

山崎洋次さん
（12月9日）


