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第３回クラブ協議会
いわき平ロータリークラブの 2014 ～ 2015 年度第３回ク
ラブ協議会は１月 15 日、いわきワシントンホテル椿山荘で開
かれ、各委員会の委員長が年度前半の活動を報告し、後半の
活動予定などを説明しました。各委員長の主な報告内容は次
の通りです。
▼Ｓ．Ａ．Ａ 新妻純男委員長
活動計画に沿って順調に推移しています。席順
について、前半の委員会単位を、後期の本日から
自由としました。食事については、皆様が楽しみ
に例会に出席できるように、腕を振るって頂くこととしてい
ます。
▼職業分類・会員選考委員会 山﨑慶一委員長
新入会員の石井隆幸氏（東邦銀行）の職業分類・
会員資格選考を行いました。
▼会員増強委員会 有賀行秀委員長
昨年は１名減となっていますので、実質１名増
のためには２名の新入会員が必要です。内諾を頂
いている方が１名、さらに２～３人の方が関心を
持っています。引き続き、推薦をお願い申し上げます。
▼ロータリー情報委員会 越智正典委員長
オリエンテーションを２月か３月に予定してい
ます。
「ロータリーの友」を読んで頂いたり、イ
ンターネットを通じたロータリー・ジャパンをご
覧頂きたいと思います。また、卓話で、市内 10 クラブの社
会奉仕などの活動計画を紹介しました。
▼雑誌委員会 吉田仁平委員長
「ロータリーの友」を読むことはロータリアン
の責務ですので、よろしくお願い申し上げます。
国際ロータリーや、国内の各クラブの情報が出て
います。ガバナー月信も含めて、読んで頂きたいと思います。
▼プログラム委員会 黒須幸雄委員長
鈴木会長の所信が年次計画書に掲載されていま
す。1 年間、会員卓話をお願いし、皆様に立派な
卓話を頂いています。今後もよろしくお願い申し
上げます。
▼親睦活動委員会 伊藤盛敏委員長
７つの事業計画があり、１つは会員の誕生日・
結婚祝を会員 55 人を対象に贈っています。７月
24 日に納涼例会、10 月９日に観月例会、12 月 18
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日に年忘れ家族会を開きました。今後は３月 28 日か４月４
日に観桜例会・観劇、４月 25・26 日の地区大会などがあり
ます。ゴルフコンペは前半に２回開催し、後半は土日・祭日
に開催します。
▼会報・広報委員会 安田信二委員長
会報は例会ごとに翌例会にお届けできるように
努めています。ホームページは 2 年目を迎え、公
開する情報の選択や情報の更新に配慮していま
す。ロータリークラブ活動の対外的な広報につきましては、
新聞各社に今後も協力をお願いし、
積極的な広報に努めます。
▼スマイルボックス委員会 片平正夫副委員長
今年度の目標 120 万円に対して、昨年 12 月 18
日現在で 77 万 6,000 円です。目標に対して順調
に推移していますが、昨年の同時期を下回ってい
ますので、今後もご協力をお願い申し上げます。
▼出席委員会 志賀弘昌委員長
例会ごとに出欠を報告し、また、３カ月ごとに
賞品を差し上げています。
▼職業奉仕委員会 飯野光世副委員長
四つのテストの唱和は皆様にご協力を頂いてい
ます。職業奉仕月間の卓話は勝田委員長が自ら話
されました。職場訪問例会は５月 28 日に、ひま
わり信用金庫様のふれあい農園を訪問する計画です。
▼社会奉仕委員会 阿部弘行委員長
猪苗代湖の水質向上に向けた水草回収事業は、
10 月末に参加しました。エコキャップは早川副
委員長が椿山荘様のご協力を得て、取り組んでい
ます。光のさくらまつりに対して、寄付をしました。骨髄バ
ンクへの協力も執行部に対応を頂きました。群馬県の太田ロ
ータリークラブの会長・幹事から支援の申し出を頂き、窓口
の役割を務めました。
▼国際奉仕委員会 大久保健蔵委員長
世界理解月間に当たり、２月５日に卓話を計画
し、国際交流協会と打ち合わせを行っています。
世界ロータリー年次大会については、
今月号の「ロ
ータリーの友」に掲載されていますが、６月６日から９日ま
でサンパウロで開かれますので、
参加をお願い申し上げます。
有賀会員、新田会員のご協力を得て、一橋大学の学生やスイ
スからの留学生を迎え、七夕の短冊を書いてもらい、飾りま
した。
▼青少年奉仕委員会 新田俊彦委員長
９月４日の例会で、いわき明星大ボランティア
センターの方をお招きし、取り組みと最近の活動
の報告を頂き、屋外活動用の折り畳みテントを寄

「ロータリーに輝きを」
LIGHT UP ROTARY

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
贈しました。国際奉仕委員会の大久保委員長からも報告され
ましたが、七夕の際に留学生の方に書いて頂いた短冊を二町
目商店街の協力で飾りました。ローターアクトクラブの復活
につきましては、十分に検討していきたいと思います。
▼ロータリー財団委員会 代理・坂本佳友幹事
昨年 12 月 12 日現在の個人寄付は、10 万 6,000 円となって
います。
▼米山記念奨学会委員会 山野辺倉平委員長
普通寄付金は会員１人当たり年間 5,000 円を、
すべての方からご協力を頂きました。特別寄付金
は１人年間１万円以上で、12 月 12 日現在、28 人
で、30 万 7,000 円です。６月第２週までは募金の窓口を設け
ています。米山月間には、米山記念奨学会への理解を深めて
頂くために、卓話を行いました。

◆鈴木会長よりいわきワシン
トンホテル椿山荘のスタッ
フにお年玉に贈呈

◆幹 事 報 告
⃝いわき平東ロータリークラブ、
いわき桜ロータリークラブ、
いわき勿来ロータリークラブより１月プログラム予定表が
届きました。

◆司会：坂本幹事

委 員 会 報 告

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我らの生業）・ロータ
リーの目的（新田俊彦会員）
・四つのテスト（大久保健蔵会員）
〕

新田俊彦会員

◆国際ロータリー（ＲＩ）よ
り、新入会員紹介功労の吉
田仁平会員、黒須幸雄会員
に記念品を贈呈

大久保健蔵会員

◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日
１月 15 日

基本会員数
51 名

出席者
33 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（代理・山野辺倉平会員）
飯野光世さん、越智正典さん、松崎浩さん。

◆ 米山記念奨学会委員会（山野辺倉平委員長）

★ 誕生祝

飯野光世さん、越智正典さん、松崎浩さん。

以上３件
以上３件

◆スマイルボックス委員会（薄井親一郎会員）

有賀行秀さん
（１月２日）

新田俊彦さん
（１月９日）

小野寺順正さん
（１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
新年、おめでとうございます。昨年は皆
様のお陰をもちまして、
前半の半年を無事、
運営でき、御礼を申し上げます。後半の半
年につきましても、観桜例会、地区大会な
どがありますので、ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
七草粥を頂きまして、正月も終わりという印象もあります
が、本日１月１５日は小正月で、かつては今日までが正月と
されていました。今は六日や七日に行われている鳥小屋とい
う行事は本来、本日、行われていたといわれます。また、か
つては元服の儀式を本日、行いました。従来の成人の日でも
ありました。高度成長以降、都市の開発が進み、忙しいとい
うこともありまして、
成人の日も第二日曜日に変わりました。
我々がいかに忙しく過ごしているかという思いもあり、
若干、
寂しい気持ちもいたします。
小正月は、
正月に忙しく働いた女性の方に十分、
休養を取っ
ていただく日でもあり、女正月といわれる日でもありますの
で、皆様も本日、ご自宅に帰られましたら、奥様やご家族に
ねぎらいの言葉をかけてほしいと思います。
本日はクラブ協議会ですので、前半の反省や今後の方針を
話して頂きたいと思います。
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♥鈴木東雄さん（年男の御祝ありがとうございました）♥飯
野光世さん（年頭の御祝詞申し上げます。本年もよろしくお
願い申し上げます）♥吉田仁平さん（今年もよろしく。ロー
タリーの友を完読しましょう）♥坂本佳友さん（本年度もお
世話になります。よろしくお願いいたします）♥松﨑勉さん
（あけましておめでとうございます）♥越智正典さん（本年
もよろしくお願いいたします）♥鈴木浩さん（本年もどうぞ
よろしくお願い致します）♥山野辺倉平さん（本年も宜しく
お願い致します）♥三瓶和秀さん（新年明けましておめでと
うございます）♥志賀弘昌さん（明けましておめでとうござ
います）♥新妻純男さん（新年おめでとうございます。今年
もよろしくお願いします）♥阿部弘行さん（新年おめでとう
ございます。今年もよろしくお願いします）♥関口武司さん
（本年も宜しくお願い致します）♥佐藤淳さん（恵方巻、速
水もこみちディナーショー絶賛発売中です。よろしくお願い
します）♥有賀行秀さん（１月２日誕生日でした。プレゼン
トありがとうございます）♥新田俊彦さん（誕生祝ありがと
うございます。本年もよろしくお願い致します）♥小野寺順
正さん（誕生祝ありがとうございます）♥高萩阿都志さん（新
年あけましておめでとうございます）♥郡二三子さん（会員
の皆様一年間お世話になります）

以上 19 件
★本日の例会案内
１月22日
（木）PM12：30～
会員卓話 鈴木浩会員
お食事メニュー＝ポークソテー・シャリアピンソース
温野菜添え
★次回の例会案内
１月29日
（木）PM12：30～
会員卓話 鈴木弘康会員
お食事メニュー＝鱈の野菜あんかけ 小鉢

安田信二

関口武司

八幡恭朗

