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第 2986 例会（16号） 2015 年 10 月 29 日（木）曇

第３回クラブ協議会開催
▼会場監督（Ｓ．
Ａ．
Ａ）
：伊藤盛敏Ｓ．
Ａ．Ａ
今年度は秩序正しく品位ある例会を目指し、
かつ会員が楽しい雰囲気で交流と親睦を深め
られるようにしています。新入会員が増える
と予想されるため、少しでも早く顔と名前を覚えてもら
おうとテーブルの上にもネームを置くようにしました。
▼職業分類・会員選考委員会：山﨑慶一委員長
現在まで４名が職業分類・会員選考の対象
となり入会されました。青木喜久男さん（ラ
トブコーポレーション社長）
、
平戸康明さん（常
陽銀行平支店長）
、竹谷金浩さん（ＮＴＴ東日本いわきエ
リア支店長）
、
鈴木稔さん
（福島テレビいわき支社著）
です。
▼会員増強委員会：新妻純男委員長
７月の時点は 49 名でスタートしました。
その後、転勤による交代のほか、２名の新入
会員があり 51 名となりました。先日、鷺佳
弘さんが亡くなられたため現在は 50 名です。これから
後半に向けて会員増に、より一層努めます。
▼ロータリー情報委員会：吉田仁平委員長
来年２月 19 日に分区の新入会員セミナー
が開催されます。今年度に入会した４名の皆
さんに加え、前年度入会の方にもぜひ出席し
ていただきたいと思います。
▼雑誌委員会：松﨑倫久委員長
９月３日に雑誌委員会担当で外部講師を招
いた卓話をさせていただきました。元岩瀬農業
高校長の櫛田幸太郎さんから「フクシマ発チ
ベット賛歌」との題で貴重な話を聞かせてもらいました。
▼プログラム委員会：代理・野沢達也幹事
日程変更により若干変更しています。11 月５日は地
区大会振替休会、11 月 12 日はロータリー財団委員会担
当卓話、12 月３日を年次総会、１月 28 日にＳＡＡ担当
卓話、３月 17 日に職業分類委員会の担当卓話などとな
ります。
今年度は通算 3,000 回となる記念すべき例会がやって
来ます。理事会と協議しながらプログラムを設定いたし
ます。

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

▼親睦活動委員会：阿部弘行委員長
今のところ納涼例会、観月例会と順調に開
催できました。このあと年忘れ家族会、観桜
例会業が控えています。ゴルフの愛好会コン
ペも年４回のうち既に２回実施しました。後半は土曜日
を含めた休日開催を考えていますので多くの参加をお願
いします。
▼会報・広報委員会：八幡恭朗委員長
毎例会ごとの会報は滞りなく発行していま
す。卓話をする方には、話の内容の原稿を提
供していただくようお願い致します。ホーム
ページを毎月更新して会報の内容も載せています。メ
ディアへの情報提供も随時、行っていきます。
▼スマイルボックス委員会：黒須幸雄委員長
きょうで４カ月、３分の１が過ぎました。
年間目標の 120 万円に対し、きょうまで 40
万円余と、ちょうど３分の１を達成すること
ができました。ご協力ありがとうございます。
▼出席委員会：佐藤淳委員長
出席率は７月が 79.45％、８月は 82.35％、
９月は 66.01％、10 月が 79.18％となっていま
す。会員同士が最近、顔を見ていない方に声
を掛け、出席率の向上に協力してください。活動計画に
ある３カ月皆勤の表彰がまだ実施されていませんが、11
月に行います。
▼職業奉仕委員会：新田俊彦委員長
毎月第一例会で「ロータリーの目的」の唱
和を通し、職業倫理の高揚に努めています。
また、毎例会で「四つのテスト」を唱和し実
践を図っています。職業奉仕月間の卓話は１月 14 日に
予定されています。日程は未定ですが、職場訪問例会も
実施いたします。
▼社会奉仕委員会：越智正典副委員長
地区の社会奉仕事業の猪苗代湖の水草除去
に松崎浩会長、志賀弘昌委員長ら４人が参加
しました。夏井川流灯花火大会の翌日のごみ
清掃は、平 18 区の皆さんが一生懸命に活動しており、
地元のＲＣとしてもっと関わるべきと思いました。久之
浜～薄磯の植樹、海岸林再生活動への参加は 11 月 28 日
に実施します。12 名が参加を予定しています。

「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」
▼国際奉仕委員会：山崎洋次副委員長
従来の方針を蹈襲して進めます。
12 月24 日に
当委員会が卓話を担当することになって、
私が
行うことになりました。
よろしくお願いします。
▼青少年奉仕委員会：関口武司委員長
ライラ研修会に参加を計画しています。い
わき明星大のいわき出身の元気な学生数名を
推薦してもらい 11 月に最初の交流を行います。
地域コミュニティに意欲的に奉仕している青少年の表彰
は、皆さんから積極的な推薦をお願いしたい。一つの候
補は、山形県出身ながら震災の復興支援のため、いわき
市定住を決意した鈴木みなみさんを考えています。
▼ロータリー財団委員会：坂本佳友副委員長
年次基金は現在、９万円です。ポリオ基金
は高額送付の予定です。
▼米山記念奨学会委員会：代理・野沢達也幹事
10 月の米山月間に合わせ、先日の例会で東日本国際
大に留学している奨学生のズインモーウェイさんに卓話
をいただくなど順調に進んでいます。

◆会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。すっかり秋ら
しくなりました。第 16 回例会にご
出席いただきありがとございます。
また、本日は例会終了後、第３回ク
ラブ協議会がございます。こちらも
協力のほどをよろしくお願い致します。
ＲＩ会長Ｋ．Ｒ．ラビンドラン氏のメッセージの
中に「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」
という言葉があります。私たちは皆、この世に生ま
れ、何かをつかみ取ろうとしますが、この世を去る
時には、すべてを残してゆかなければなりません。
本物の何かを残せるように、ロータリーを通して精
進してゆきましょう。
…「世界へのプレゼントになろう」とのメッセージ
の意味を再確認して、本日の例会に臨んだ次第です。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（仲沼之博委員）

司会：野沢幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（坂本佳友会員）〕
坂本佳友会員

★ 結婚祝

例会日
10 月 29 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（坂本佳友副委員長）
以上１件
松﨑勉さん。
◆ 米山記念奨学会委員会（代理・坂本佳友会員）
松﨑勉さん、竹谷金浩さん、関口武司さん、山崎
以上４件
洋次さん。

◆スマイルボックス委員会（児玉武彦副委員長）
松崎 浩さん
（10月29日）

八幡 恭朗さん
（11月6日）

関口 武司さん
（11月8日）

★ 誕生祝

阿部 弘行さん
（10月30日）

♥ 松 崎 浩 さ ん（ 結 婚 祝 あ り が と う ご ざ い ま す ）
♥八幡恭朗さん（結婚祝ありがとうございます）
♥関口武司さん（結婚祝ありがとうございます。44
年になりました）♥阿部弘行さん（誕生プレゼント
ありがとうございます。55 才になりました）♥三瓶
和秀さん（クラブ協議会よろしくお願いします）
♥山崎洋次さん（各委員長よろしくお願いいたしま
す）♥平戸康明さん（２回連続欠席申し訳ありませ
んでした）♥佐々木芳弘さん（なんとなく）以上８件

◆幹 事 報 告

★本日の例会案内 11月12日（木） 12：30 ～
ロータリー財団担当卓話
いわき常磐ＲＣ・地区ロータリー財団委員会
委員長 橋本芳家様
お食事メニュー＝チキンソティー温野菜添え・揚げ出
し豆腐 野菜餡かけ

⃝いわき平東ＲＣ、いわき小名浜ＲＣ、いわき鹿島
ＲＣ、いわき平中央ＲＣより 11 月プログラム予
定表が届きました。

★次回の例会案内 11月19日（木） 12：30 ～
外部卓話 夜明け市場取締役 松本 丈様
お食事メニュー＝クリーミーコロッケと野菜フライ・秋
野菜の炊き合わせ

ハッピーバースデーソング斉唱

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

