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第 2971 例会（１号） 2015 年７月２日（木）曇

会長・幹事
◆会長所信

所信表明
松崎

浩 会長

年度最初の例会の恒例によりまし
て、2015-16 年度いわき平ロータリー
クラブの会長を務めるに当たり、所信
を述べさせていただきます。
今年度ＲＩ会長はＫ．Ｒ．ラビンド
ラン氏、スリランカ出身の方です。テ
ーマに「世界へのプレゼントになろう」－ Be a gift
to the world －を掲げられました。ラビンドラン氏は
こうおっしゃっています。
「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」…。
つまり、ロータリーを通じて、世界に与えることので
きる何かを追求し、具体的なものとして世界にプレゼ
ントすることで、世の役に立ちましょうということで
はないでしょうか。
2530 地区ガバナー酒井善盛氏は、ＲＩ会長と直接お
会いした時の話をされました。会話の中で最も印象深
かったのは、ＩＮＮＯＶＡ T ＩＯＮ（イノヴェーション）
という単語だったそうです。そして「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
識の変革（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。
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、
どの委員会をみても、
最少人数で運営せざるを得ないのが現状です。特に
クラブ奉仕関係の委員会の皆様には、相互の連携を
密に、助け合いの精神で取り組んでいただき、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。

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

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。
 ポリオが再び流行する恐れが広がっています。資金
不足で再流行しないよう、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。
 インターネットを通じてロータリーを理解していくよう、
クラブメンバーの登録数 50％以上を目標とします。
終わりに、私は「同時代を生きる」という言葉が好
きです。年齢や世代を超えて同じ時期を過ごすという
喜びが言葉に込められています。ロータリーは、まさ
に年齢や世代が違い、職業もさまざまであります。一
つの空間に集い、言葉の通り実感できるのが例会の場
だと思っていますので、一人でも多くの会員が参加す
る魅力あるクラブづくりに努めます。野沢幹事ともど
も一年間、よろしくお願い致します。

◆幹事所信

野沢

達也 幹事

今年度の幹事を務めます野沢です。
前にもお話したかと思いますが、この
歴史ある、いわき平ロータリークラブ
の初代から３代の幹事を務めたのが私
の祖父です。小さいころから当クラブ
との関わりは深かったのですが、こう
して大任を務めさせていただくことを光栄と受け止め、
身の引き締まる思いです。
私も五十歳を超えて、もう一年間が早く感じるよう
になっています。この一年間は早く感じるのか、遅く
感じるのか、やってみなければ分かりません。幹事と
して松崎会長を支えながら、会員の皆様とのコミュニ
ケーションを大事にし、会長の方針の通り、例会を大
切にして盛り上げていきたいと決意しています。どう
ぞ、よろしくお願い致します。

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：野沢幹事

◆幹 事 報 告

〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）
・
ロータリーの目的（野沢達也会員）・
四つのテスト（新田俊彦会員）〕

⃝ロータリーレート １ドル＝ 124 円
⃝「福島にこらんしょ」
事業終了のお知らせが届いています。
⃝いわき平東ＲＣより会報、小名浜ＲＣ、鹿島ＲＣ、平中
央ＲＣ、勿来ＲＣより７月プログラム予定表が届きました。
⃝ネ パール 大 地 震の義 援 金は 地区災害 特 別 基 金 から
24,140 ＵＳドルを送りました。

野沢達也会員

★ 誕生祝

委 員 会 報 告

新田俊彦会員

◆ 出席委員会（佐藤淳委員長）

関口武司さん
（７月７日）

例会日

ハッピーバースデーソング斉唱

７月２日

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
◆新入会員紹介
⃝㈱ラトブコーポレーション社長
青木喜久男様
伝統のあるいわき平ロータリークラ
ブに入会できて、大変うれしく思って
います。皆さんのご指導を仰ぎながら、私なりに貢献
できるよう頑張ります。ＳＡＡ所属。

◆転勤挨拶
⃝常陽銀行平支店長 片平正夫会員
茨城県の竜崎支店長へ異動になりま
す。向こうでも地区ガバナーを輩出す
るＲＣに入会します。
⃝後任支店長 平戸康明様
ロータリークラブに入会するのは初
めてになります。よろしくお願いしま
す。

◆会長挨拶ならびに報告
2015-16 年度いわき平ロータリーク
ラブ第１回目の例会を開催するのに当
たりまして一言ご挨拶申し上げます。
鈴木東雄前会長から、その任務を引
き継いだわけでありますが、今更なが
ら、その責任の重さを痛感いたしてお
ります。それでも幹事の野沢さんに助けていただきなが
ら、また、皆様のご指導とご協力を仰ぎながら、伝統あ
るいわき平ロータリークラブのために、力を注いでゆく
所存でおります。どうか皆様、一年間よろしくお願い申
し上げます。
◆会員表彰
ポールハリスフェロー 阿部 弘行さん
マルチプルポールハリスフェロー（２回）
飯野 光世さん

▲

阿部さん

基本会員数 出席者
50 名

30 名

メーキャップ数
―

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん（１年間よろしくお願い申し上げます）
♥野沢達也さん（新年度がはじまりました。一年間よ
ろしくお願いします）♥三瓶和秀さん（これから２年
間よろしくお願いします）♥大久保健蔵さん（松崎会
長、野沢幹事１年間がんばってください）♥鈴木東雄
さん（松崎丸１年間よろしく。健康で）♥伊藤盛敏さ
ん（松崎、野沢丸の出航を祝って！）♥松﨑勉さん（誕
生祝ありがとうございます。松崎、野沢丸の船出を祝
福します）♥吉田仁平さん（松崎・野沢丸の出航を祝っ
て……）♥菊田政寛さん（松崎さん、１年間よろしく
お願いします）♥勝田博志さん（松崎、野沢丸の門出を
祝して）♥阿部弘行さん（松崎、
野沢丸の出帆を祝して！）
♥山野辺倉平さん（松崎丸の出航を祝って）♥児玉武彦
さん（１年間よろしくお願いします）♥新妻純男さん（松
崎会長、野沢幹事一年間頑張って下さい。青木さんの入
会を歓迎致します）♥山崎洋次さん（新年度もよろしく
お願いいたします）♥新田俊彦さん（松崎会長、野沢幹
事、船出を祝して）♥関口武司さん（松崎会長、野沢幹
事、１年間宜しくお願い致します）♥八幡恭朗さん（松
崎年度の出発を祝して）
♥小野寺順正さん
（先週の例会で、
結婚祝頂きありがとうございました）♥山﨑慶一さん（松
崎会長年度の門出を祝って）♥有賀行秀さん（松崎会長・
野沢幹事船出を祝して）♥浅倉哲也さん（松崎浩年度の
スタートを祝って。野沢幹事も頑張ってください）♥関
口武司さん（誕生祝ありがとうございます）♥佐々木芳
弘さん（松崎・野沢丸の門出を祝って）♥越智正典さん
（松崎会長、
野沢幹事の門出を祝して）♥志賀弘昌さん（松
崎浩、
野沢達也丸の船出を祝して）♥黒須幸雄さん（松崎・
野沢丸の門出を祝福します。スマイルボックス１年間よ
ろしくお願いします）♥郡二三子さん（松崎年度のスター
ト、宜しくお願い致します）

以上 28 件
★次回の例会案内 ７月９日
（木）
プログラム委員会卓話
お食事メニュー＝海鮮ちらし寿し

PM12:30～

★次回の例会案内 ７月16日
（木） PM12:30～
外部卓話 太田 弘様
（七十七銀行平支店長）
お食事メニュー＝メカジキの野菜餡かけ・冷豚しゃぶ野菜添え

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

