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第 2996 例会（26号） 2016 年１月 21 日（木）晴

第４回クラブ協議会開催
▼会場監督（Ｓ．
Ａ．
Ａ）
：伊藤盛敏Ｓ．Ａ．Ａ
前期は 10 月 22 日にいわき桜ＲＣと合同の
記念例会を開きました。例会の席は本日から
委員会ごとの組み合わせを変えました。３月
いっぱいまでで、４月以降は自由にしたいと思います。
▼職業分類・会員選考委員会：山﨑慶一委員長
職業分類は、ＲＣ創設以来、１業種１人を
長い間守ってきました。大都会の競争社会で
心の安らぎをもたらす友情をという理念で同
業者は入れないのが原則でした。ただ 2001 年から 50 人
以下のクラブは同業者５人まで、それ以上は会員数の１
割まで認めるようになりました。
▼会員増強委員会：新妻純男委員長
現在、会員数は 49 人。３、４人の方に入
会を勧めています。今年度末までにスタート
時の 51 人を超えるよう努めます。
▼ロータリー情報委員会：吉田仁平委員長
２月 19 日に椿山荘で新入会員のオリエンテー
ションが予定されています。詳細は次回例会で
報告しますので積極的な参加をお願いします。
▼雑誌委員会：松﨑倫久委員長
ロータリーの友の読みどころは毎月、私と高
橋康二副委員長が交互に紹介しています。
▼プログラム委員会：有賀行秀委員長
これまで外部卓話５回（うち１回は夜間例
会）
、委員会担当卓話８回を行っています。外
部卓話はあと２回計画しています。誰か、話
を聞きたいという方がいれば早めに連絡してください。
▼親睦活動委員会：阿部弘行委員長
活動は順調に進んでいます。今後は４月２
日に観桜例会を予定。親睦ゴルフコンペは、
あと２回開きます。多くの参加があるよう土・
日曜日を考えています。
▼会報・広報委員会：八幡恭朗委員長
計画通り例会ごとの会報発行、月ごとの
ホームページ更新を行っています。マスコミ
等への情報提供では 11 月に行った海岸林植
林事業を新聞に取り上げてもらい、その結果を地区 I Ｔ

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

委員会へ報告しました。
▼スマイルボックス委員会：児玉武彦副委員長
これまでの皆さんの協力は 323 件 774,000 円
となっています。ありがとうございます。
▼出席委員会：佐藤淳委員長
月ごとの出席率は 10 月が 79.18％、11 月は
68.03％、12 月は 82.31％となっています。皆
さん、お誘い合わせて例会に出席願います。
▼職業奉仕委員会：新田俊彦委員長
職業奉仕月間（１月）の卓話は、先週になり
ますが、磐城高校の箱崎校長先生を招いて、文
部科学省指定のスーパーサイエンスハイスクー
ルについて伺いました。職場訪問例会は現在、
検討中です。
▼社会奉仕委員会：越智正典副委員長
ボランティアに従事する方の卓話は３月 24
日に予定し、人選を進めています。いわき明
星大ボランティアセンターの学生への援助は
活動の際に着用できるベストを贈ることにしています。
海岸林植林は 11 月に行ったほか、５月頃にも行いたい
と考えています。
▼国際奉仕委員会：山崎洋次副委員長
５月の国際大会（ソウル）
への参加は先ほど
トラベルスリー社より旅行日程を受け取りま
した。事務局に預けますので、ぜひ検討くださ
い。
委員会担当卓話は２月４日に私が承りました。
▼青少年奉仕委員会：関口武司委員長
５月の地区のＲＹＬＡ研修会に学生とともに
参加します。
いわき明星大科学技術学部より２
名を推薦してもらいました。
対象の学生と事前
に面談してロータリークラブの理解などに努めています。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
年次基金は１人１万円で 51 万円、プラス
12 万３千円円の計 63 万３千円を送金しまし
た。例会での寄付はまだ 26 人くらいゼロがい
ます。よろしくお願いします。
▼米山記念奨学会委員会：代理・野沢達也幹事
上期の普通寄付金は 12 万７千円、特別寄付金は 17
万３千円となっています。
▼松崎浩会長の総括
今後の例会ですが、
3000 回記念例会を２月25 日に夜間
例会としてお祝いしたいと思います。

「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」
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（小野寺順正会員）
小野寺順正会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
福岡城南ＲＣの本田泰臣様

あの日から私は過度の地震恐怖症と高所恐怖症も重
なって、いわきに戻りましても、塩屋崎カントリークラ
ブ（特に昔のコース）が大の苦手です。そして、地震恐
怖症が治らないまま、東日本大震災という未曽有の地震
までも経験するに至りました。
あの震災から今年でまる５年になります。３月の例会
で、あらためてこの震災について、コメントさせていた
だきたいと思っています。

委 員 会 報 告

★ 結婚祝

◆ 出席委員会（仲沼之博委員）
例会日
１月 21 日
山崎 洋次さん
（１月26日）

★ 誕生祝

有賀 行秀さん
（１月２日）

山﨑 慶一さん
（１月25日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆幹 事 報 告
⃝郡山ＲＣ、いわき桜ＲＣ、いわき平中央ＲＣより会報
が届きました。
⃝２月は 11 日が祝日のため休会になります。

◆会長挨拶ならびに報告
あいさつの前に、阿部弘行会員のお
父様、阿部乙之様（第 30 代会長）が去
る 12 日に亡くなられました。告別式は
滞りなく済まされ、当クラブに対する
ご厚志を頂戴しましたので、ご報告さ
せていただきます。
私のサラリーマン時代の仙台での思い出が、もう一つ
ありましたのでお話させていただきます。それは宮城県
沖地震です。昭和 53 年（1978 年）６月 12 日の夕方に
起きました。マグニチュード 7.4、震度５の地震でした。
子供がブロック塀の下敷きになって亡くなられたこと
が、当時、大きく報道されたので、覚えていらっしゃる
方も多いかと思います。
また、この宮城県沖地震は、家屋の倒壊被害が甚大で、
これがきっかけで、３年後の昭和 56 年に建築基準法が改
正されました。建物の耐震基準の強化が目的で、中規模
地震では軽微な損傷、大規模地震でも倒壊は免れる強さ
とすることを義務づけたものです。今の地震保険料の割
引も、それに合わせて昭和 56 年６月１日以降に新築され
た家には、10％の地震保険料の割引が適用されています。

基本会員数 出席者
49 名

27 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）
以上２件
関口武司さん、竹谷金浩さん。
◆ 米山記念奨学会委員会（代理・鈴木東雄会員）
松﨑倫久さん、竹谷金浩さん、山崎洋次さん。 以上３件
◆各種表彰・感謝状伝達
○米山記念奨学会より第19回米山功労クラブとして感謝
状が届きました。
○ロータリー財団
ポールハリスフェロー
（２回）伊藤盛敏さん
三瓶和秀さん
○米山記念奨学会感謝状
第１回米山功労者
▲伊藤さん
▲三瓶さん
三瓶和秀さん

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん（クラブ協議会よろしくお願いします）♥山﨑
慶一さん
（誕生祝ありがとうございます）
♥有賀行秀さん
（誕
生祝ありがとうございます）♥鈴木稔さん（先週は干支ボト
ルありがとうございました。美味しくちょうだい致しました）
♥阿部弘行さん（この度は父乙之の葬儀に際しまして大変
なご芳志を賜りありがとうございました。長い間本当にあり
がとうございました）♥三瓶和秀さん（休みがちですいませ
ん。クラブ協議会よろしくお願いします）
♥松﨑倫久さん
（ク
ラブ協議会よろしく）♥山崎洋次さん（各委員長よろしくお
願いいたします）♥佐々木芳弘さん（クラブ協議会よろしく）
♥黒須幸雄さん（故阿部乙之さんとスマイル
ボックスのことでお話しさせて頂きます。私
が会長だった 16 年前、浪江町での地区大会
で阿部さんが永年在籍の表彰の記念品をお
届けしました。その時、スマイルにとのこと
でなんと 10 万円を御利用頂きました。びっく
阿部会員
挨拶
以上 10 件
りしたことを覚えております。
）
★本日の例会案内 １月28日（木） 12：30 ～
Ｓ.Ａ.Ａ担当卓話 青木喜久男副Ｓ.Ａ.Ａ
お食事メニュー＝おろしハンバーグ、パスタ
★次回の例会案内 ２月４日（木） 12：30 ～
国際奉仕委員会担当卓話 山崎洋次副委員長
お食事メニュー＝うな重、小鉢

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

