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プログラム委員会担当卓話
年間計画とボランティアの
取組について
プログラム委員会
委員長 有 賀

行

秀

会員

今年度は、会長・幹事の方針に
基づき委員会の担当卓話を重視し
ています。基本的には強化月間に
即した月に委員長の卓話を設定し
ました。
８月 会員増強・拡大月間
６日 会員増強委員会
９月 基本的教育と識字率向上月間、ロータリーの
友月間
３日 雑誌委員会
24日 S・A・A委員会
10月 経済と地域社会の発展月間、米山月間
１日 出席委員会
８日 米山記念奨学会委員会
11月 ロータリー財団月間
５日 ロータリー財団委員会
12月 疾病予防と治療月間
３日 職業分類委員会
24日 国際奉仕委員会
１月 職業奉仕月間
14日 職業奉仕委員会
２月 戦争と紛争予防/紛争解決月間
４日 スマイルボックス委員会
３月 水と衛生月間
３日 会報・広報委員会
24日 社会奉仕委員会
４月 母子の健康月間
28日 ロータリー情報委員会
2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

５月 青少年奉仕月間
12日 青少年奉仕委員会
６月 ロータリー親睦活動月間
２日 親睦活動委員会
その他に、新入会員卓話なども予定しております。
外部卓話では、ボランティアに係る卓話や、地域を
知るための卓話などを企画しております。次週の卓
話は七十七銀行前いわき支店長の太田様にいわきの
歴史について研究された成果を披露していただくこ
とになっております。
ボランティアについて、北関東空調工業㈱の取組
みを紹介させていただきます。
弊社では一般財団法人日本財団学生ボランティア
センターと協力をして、学生ボランティアの受け入
れを行っております。きっかけは平成25年５月に
フェイスブックで早稲田大学アメリカンフットボー
ル部がボランティアの受け入れ先を探しているとい
う投稿を見つけたことでした。オリーブプロジェク
トのボランティア受付にもかかわっていたことから
受け入れ可能と判断してエントリーをしました。
これをきっかけとして日本財団学生ボランティア
センターが行っている「ながぐつプロジェクト」の
学生の受け入れを行っています。第１回目の早稲田
会アメフト部は長源寺を宿舎として使ってもらいま
したが、現在は震災前は空き家となっていた弊社の
社員寮を宿舎として貸し出しています。
受入を行っている大きな理由は、学生たちに多く
の被災者と話をすることによって現状を認識しても
らいたい、いろいろな考え方でいわき市の中でみん
なが生活し、あるいは避難をしていることを知って
もらいたい、学生たちに見ることの大切さを身を
もって体験してもらいたいということです。
日本財団学生ボランティアセンターさんの卓話も
今年度に企画をしております。そちらでもボラン
ティアに関するお話を聞いていただこうと思ってお
ります。

「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」
委 員 会 報 告

司会：野沢幹事
点鐘・ロータリーソング（我らの生業）・
四つのテスト（阿部弘行会員）
★ 結婚祝

阿部弘行会員

◆ 出席委員会（仲沼之博会員）
例会日
７月９日

基本会員数 出席者
50 名

30 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
山野辺倉平さん、鈴木東雄さん。

以上２件

◆ 米山記念奨学会委員会（代理・鈴木東雄会員）
鈴木東雄さん。

以上１件

◆ 第2530地区前期委員会総会報告（吉田仁平会員）

鈴木弘康さん
（7月6日）

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
◆新入会員紹介
⃝福島テレビいわき支社 鈴木稔支社長
２年前の７月よりいわきに赴任して
おります。いわき平ロータリークラブ
には５年前に前任者が退会して以来の
再入会となります。どうぞよろしくお願いします。
⃝常陽銀行平支店 平戸康明支店長
茨城県つくば市の常陽銀行谷田部支
店より赴任してまいりました。皆様と
共に地域に尽力していきたいと思いま
すので、ご指導よろしくお願いします。

◆会長挨拶ならびに報告
福島テレビの鈴木稔支社長、常陽銀
行の平戸康明支店長ご入会ありがとう
ございます。これからのご活躍を期待
しています。
今日のニュースと言えば、日本株の
二日連続の暴落です。ギリシャ不安と
中国株の暴落の影響と報道されています。特に中国株は
１日の売買代金が 20 兆円を下らないと聞きました。そ
れがここにきて中国当局の手当ても効果がないほど下が
り続けています。これ以上下がり続けた場合には、その
企業は自らの株式の売買を定位する措置がとれるとも聞
きました。ギリシャといい中国といい日本人の感覚とは
かけ離れているものだと溜息さえ出てしまいます。
今日は雑誌委員会の「ロータリーの友の読みどころ」
があります。卓話はプログラム委員会有賀委員長です。
１年の計をお聞きできるものと期待しております。

◆幹 事 報 告
⃝ロータリーの友電子版のご案内
⃝郡山 RC より会報が届きました。
⃝いわき桜 RC より 7 月プログラム予定表が届きました。

７月５日に郡山にて、今年度の地区前期委員会総会が
開催され、各委員会の事業計画が審議されました。直近
では、８月１日にロータリー財団委員会のセミナー、８
月８日には拡大委員会とクラブ奉仕委員会の合同セミ
ナーが開催されますので参加をお願いします。

◆雑誌委員会（高橋康二会員）

ロータリーの友 見どころ読みどころ
横組 ７頁、19頁RI会長メッセージとその意味。
20 ～ 21頁RI理事会の紹介。22頁～ 39頁ガバナー
の横顔。48頁～ポリオ撲滅のための活動の紹介。
縦組 22頁～ロータリーアットワーク

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん
（３ヵ月皆勤賞ありがとうございます。雑誌委
員会よろしくお願いします。有賀さん卓話よろしく！）♥鈴
木弘康さん（結婚祝ありがとうございます）♥佐々木芳弘
さん（鈴木さん、平戸さんの入会歓迎）♥有賀行秀さん（鈴
木さんの入会をお祝いして）♥三瓶和秀さん（本日お二人
の入会を歓迎します。早退させていただきます）♥山﨑慶
一さん（皆出席賞ありがとうございます。平戸さん、鈴木
さんの入会を歓迎して）♥松﨑倫久さん（松崎会長、野沢
幹事一年間よろしく。有賀さん卓話よろしく）♥高橋康二
さん（一年間よろしくお願いします）♥志賀弘昌さん（有賀
さん卓話よろしく）♥飯野光世さん（３ヶ月皆勤賞ありがと
うございます。有賀さん卓話よろしく）♥鈴木東雄さん（皆
勤賞ありがとうございます）♥黒須幸雄さん（皆勤賞あり
がとうございます）♥阿部弘行さん（３ヵ月出席ありがとう
ございます）♥新妻純男さん（３ヶ月皆出席ありがとうご
ざいます）♥伊藤盛敏さん（３ヶ月皆出席賞ありがとうご
ざいます）♥八幡恭朗さん（皆勤賞ありがとうございます）
♥新田俊彦さん（３ケ月皆勤賞ありがとうございます）♥
関口武司さん（有賀さん卓話宜しくお願い致します。３ケ
月 100％出席賞ありがとうございます）♥郡二三子さん（会
費納入のお願いの中で誤りがありましたので、再度ロッカー
へ入れましたのですみませんでした）
以上 19 件
★本日の例会案内 ７月16日
（木） PM12:30～
外部卓話 太田 弘様
（七十七銀行前平支店長）
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
★次回の例会案内 ７月23日
（木）
ガバナー公式訪問
お食事メニュー＝うな重

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

PM12:30～

