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2015～16年度

第１回クラブ協議会開催
新年度を前に松崎浩会長が所信を、各委員会委員長が
活動計画を発表しました。
◆会長所信 松崎 浩会長
「私たちの人生の価値は、どれほど得
たかではなく、どれほど与えたかであり、
人それぞれに与える何かを必ず持ってい
るはずです。ロータリーを通じて、それ
らを『世界にプレゼント』することで世
の役に立ちましょう」。2015－16 年度Ｒ
Ｉ会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン氏のメッセージです。
それを受けて 2530 地区ガバナーの酒井善盛氏は、ＲＩ会
長のテーマの本質にあるのを、改革「イノヴェーション」と
捉え、「原点回帰」を地区の目標に掲げられました。地域コ
ミュニティ、さらには世界に奉仕をしてゆくためには、まず
は自己の意識改革（イノヴェーション）が原点になるのだと
私は理解致しました。
2015－16 年度いわき平ロータリークラブの会長を務めるのに
当たり、それらを踏まえた上で次の７つの方針を立てました。
１．例会を大切にしましょう。
ＲＩ会長のメッセージの中に「私たちの求める友人とは、
自分に無いものを持っている人、自分の良いところを引き出
してくれる人です」とあります。ロータリーの例会は、まさ
にその出会いの場であります。世代を超えてお互いの資質を
引き出しあえる例会になればと思います。また、クラブ奉仕
関係の委員会は、相互の連携を密に、助け合いの精神で取り
組み、例会を盛り上げていただきたいと思います。
２．会員・家族の親睦を深めましょう。
家族の親睦旅行を実施します。
３．クラブ組織の基盤強化。
会員増強、純増５名以上を目指します。
４．地域コミュニティへの奉仕の実践。
奉仕活動を通して、ロータリーブランドを広めてゆける事
業を行います。
５．ロータリー財団への貢献。
活動資金の不足によって、ポリオ再流行が起きてはなりま
せん。ポリオ撲滅に協力します。
６．米山記念奨学会への協力。
寄付金の平均が、クラブ一人 15,000 円を達成しましょう。
７．My Rotary へメンバーの積極的なアカウント登録。
クラブメンバーの登録数 50％以上を目標とします。

2014～2015年度
国際ロータリーのテーマ

▼会場監督（S.A.A）：伊藤盛敏委員長
秩序正しく品位ある例会になるように努
め、かつ会員が楽しい雰囲気で交流と親睦を
深められるようにする。テーブルは６卓とし、
席次は３カ月ごとに委員会の組み合わせを変える。
▼職業分類・会員選考委員会：勝田博志委員
職業分類未充塡の充実を図る。会員の選考
では、財務及び出席の義務を果たせるか、社
会通念上の常識者で協調性があるか、ロータ
を検討する。
リー活動に興味を持っているか
▼会員増強委員会：新妻純男委員長
純増５名以上を目標に、全会員に増強の必
要性を理解してもらい、候補者のリストアッ
プと推薦をお願いする。
▼ロータリー情報委員会：吉田仁平委員長（野沢幹事代読）
新会員にオリエンテーションを実施する。２月 19 日
の分区の新会員セミナーへロータリー歴の浅い会員をで
きるだけ参加させる。
▼雑誌委員会：松崎倫久委員長
毎月第２例会で「ロータリーの友」の読み
どころを紹介する。４月の雑誌月間は、ふさ
わしいゲストを招いて卓話をする。
▼プログラム委員会：有賀行秀委員長
地域を見つめ地域に根差したテーマで、会
員がクラブ活動に魅力を感じるプログラムを
作る。外部講師の卓話を積極的に設ける。交
流のため夜間例会を取り入れる。
▼親睦活動委員会：阿部弘行委員長
会員相互の友情はもとより、家族間の親睦
も深める。納涼例会（７月 30 日）観月例会（10
月下旬）年忘れ家族会（12 月 17 日）新年例会
（１
月７日）観桜例会（４月２日、家族同伴）親睦コンペを
年４回開催。
▼会報・広報委員会：八幡恭朗委員長
例会ごとに会報を発行。ホームページを適
切に更新・管理。対外的な広報の一環として
報道機関への情報提供に努める。
▼スマイルボックス委員会：黒須幸雄委員長
会員の日常での楽しいこと、喜ばしいこと、
お祝いごと等でスマイルの利用をお願いす
る。年間目標額は 120 万円。

「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」
▼出席委員会：佐藤淳委員長
出席はロータリアンの３大義務の一つであ
ることを徹底する。３カ月皆勤及び１年単位
で表彰する。
▼職業奉仕委員会：新田俊彦委員長
毎月第１例会で「ロータリーの目的」を唱
和し職業倫理の高揚を理解する。
「四つのテ
スト」の唱和と実践。職業奉仕月間にゲスト
卓話を予定。職場訪問例会の実施。
▼社会奉仕委員会：志賀弘昌委員長
地区の猪苗代湖の水草回収事業に参加協
力。ボランティア活動の実践者の卓話。夏井
川流灯花火大会の翌日のゴミ清掃に参加。骨
髄バンクに協力。
いわき明星大の学生の奉仕活動を支援。
久之浜～薄磯の植樹・海岸林再生のプロジェクトに参加。
▼国際奉仕委員会：山野辺倉平委員長
国際大会（2016 年5 月29 日～６月１日、韓
国ソウル）
への参加を促す。
海外出張、
旅行の際
の他国クラブへのメーキャップ。市内在住、在
留の外国人の方々との交流を通じ理解と親睦に努める。
▼青少年奉仕委員会：関口武司委員長
地域コミュニティへの奉仕の実践を基調と
し、青少年の健やかな成長を願い、健全な育
成を目的とした事業を展開する。地域コミュ
ニティに意欲的に奉仕している青少年を表彰し激励する。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
財団月間を利用して啓蒙活動を行う。クラ
ブ及び会員の寄付を呼び掛ける（年次基金一
人目標 150 ドル、
ポリオ・プラス基金同 20 ドル）
▼米山記念奨学会委員会：森雄治委員長
普通寄付金を会員一人年間 5000 円をお願
いする。特別寄付金は一人年間１万円以上。
10 月の米山月間に理解を深めるための広報活
動を行う。

◆司会：野沢副幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（馬場学会員）
〕
馬場学会員

◆会長挨拶ならびに報告
70 歳を越しますと一日は非常に長く
感じますが、一年はアッという間で、通
常例会でこの席に立たせていただくの
は、これが最後となりました。昨日、分
区の新旧幹事会が開かれました。いよい
よ新しい年度に入るということを実感
しました。新ガバナー補佐の中田博道さんも張り切って
いる様子でした。
例会終了後、次年度第１回クラブ協議会が開催されま
う。よろしくお願いするとともに新年度にご期待致しま
す。一年間、いろいろな面で、ご指導ご協力をありがと
うございました。

会報・広報委員会

★ 誕生祝

ハッピーバースデーソング斉唱

片平正夫さん

馬場学さん
（６月20日）

（６月18日）

高橋康二さん
（６月25日）

★ 結婚祝

鈴木浩さん
（６月30日）
新妻純男さん
（６月28日）

◆会員表彰
★第１回米山功労者
★第３回マルチプル

関口武司さん
越智正典さん
山野辺倉平さん

関口さん

越智さん

山野辺さん

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

６月 18 日

50 名

26 名

―

◆スマイルボックス委員会（高橋康二委員）
♥鈴木東雄さん（第１回クラブ協議会。松崎丸の船出で
すね）♥松崎浩さん（第１回クラブ協議会よろしくお願
いします）♥勝田博志さん（クラブ協議会、よろしくお
願いします）♥飯野光世さん（次年度の出発を祝して）
♥森雄治さん（鈴木会長もう少しですね）♥浅倉哲也さ
ん（最終例会に出席できないのが残念です）♥伊藤盛
敏さん（大和電設工業の創業 50 周年をお祝いして）♥
松﨑倫久さん（大和電設様の創業 50 周年をお祝いして）
♥新妻純男さん（結婚祝ありがとうございます）♥馬場
学さん（誕生日のお祝いありがとうございます。６月
20 日で 55 才になりました）♥片平正夫さん（誕生祝有
難うございます。四捨五入で 60 歳です）
♥鈴木浩さん
（誕
生祝ありがとうございました）♥高橋康二さん（誕生日

以上 13 件
のお祝い、ありがとうございました）
★本日の例会案内 ６月25日
（木）
62周年例会
（同伴夜間例会）
★次回の例会案内 ７月２日
（木） ＰＭ12：30～
会長・幹事所信表明

安田信二
浅倉哲也

関口武司

八幡恭朗

