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ロータリー情報委員会担当卓話SPEECH
理解するための活動と心得
ロータリー情報委員会

吉 田 仁 平

委員長

私は今年度に次いで、第2530地区
で次年度も委員を務めることになり
ました。次年度のガバナーは三春Ｒ
Ｃの佐久間英一さんですが、今まで
とは違った手法で活動の活性化を図ろうとされている
ようです。それは４月９日に郡山市で、５月22日に三
春で開かれる地区協議会のための地区役員の研修会を
行ったのです。さらに地区協議会では大きな会場で分
科会を開くのではなく、６カ所の寺に分かれて分科会
を行うなど興味深い試みをされています。協議会に参
加する皆さん、しっかり勉強して来てください。
ロータリー情報委員会は、ロータリークラブの活動
に関する情報を皆さんに細部にわたって伝え、役立て
るようにするのが使命です。特に新入会員に対しては、
より丁寧な対応が必要です。以前は入会候補者に事前
に情報委員長、職業分類委員長、会員増強委員長らが
会って、オリエンテーションを行ったうえで理事会に
諮り、会長が会員の声も聞いて入会を承諾する段取り
でした。最近では「例会に出席していれば分かる」と
事前の説明を省略しているようです。
スマイルボックスに関しては、以前はスマイルの利
用は１人が年間２万円を目安にしていました。個々の
会員の喜怒哀楽に沿った利用ですが、年間で誕生祝と
結婚祝には計１万円、残りは月千円を目安にすれば、
年間120万円ほどの委員会の目標が達成できる。本来、
こうしたことを理解してもらうのが情報委員会の役割
であったのですが…。どうか今後、今話したことを頭
の隅に置いて協力していただきたいと思います。
さて、今月初めの例会で雑誌委員会の松﨑倫久委員
長がロータリーの友の見どころを紹介され、
「おらほの
言葉」を熟読させてもらいました。方言は本当に趣の
ある言葉ですね。ただ、私は昔から言葉の悪い環境で

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

育ったせいでしょうか、あまり良く理解されない、乱
暴な言葉遣いと思われているようです。これは年代の
差もあります。「あんにゃ」
「あんね」という言葉は「お
兄さん」
「お姉さん」の、いわきの方言ですが、初めは
変な言葉と取られます。でも聞いているうちに何とも
た ゆう
優しく感じませんか。
「太 夫 さま」とは分かりますか。
飯野光世会員のことです。神主さん、宮司さんのこと
ですが、飯野さん、今はどうですか。（飯野会員「今も
呼ばれる時があります」
）
。ねえ、何となく「太夫さま」
という響きが優雅じゃありませんか。
私は、こうした方言の中で生きて来たから、会話を
していて「言っていることが分からない」という人も
いるようです。私の言葉が分からない時は、ぜひ「何
ですか」と聞き直してください。ちゃんと標準語で話
しますから。（笑い）
◆元 米山記念奨学生・ソータイさん（29歳、ミャン
マー）のあいさつ
（2012年４月～

2013年９月に受け入れ、カウンセラー
は吉田仁平会員）

奨学生として、いわき平ＲＣに大
変お世話になりました。さらに、きょ
う例会に出席させていただいたこと
も心より感謝いたします。私は卒業
後、皆さんのおかげで株式会社ハニー
ズに就職しました。その後、１年間
働き、以前から自分で起業をしたい
と考えていたため、ハニーズの皆さんにはご迷惑を掛
けましたが退社して、ミャンマーのヤンゴンで会社を
立ち上げました。会社は日本語学校、人材派遣、日系
企業のサポートなどをしています。昨年６月の設立な
ので未熟な会社ですが、これから成長できるよう頑張っ
てまいります。私は、いつかミャンマーでロータリー
クラブをつくりたいと思っています。今の会社を成功
させて、世話になったロータリアンの皆さんと同じよ
うにロータリー活動ができれば
いいと願っています。これから
も、どうぞよろしくお願いしま
す。
（ソータイさんから土産に
「ビルマの竪琴」という置物を
いただきました＝写真）

「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（奉仕の理想）
・
四つのテスト（池田直彦会員）〕
池田直彦会員

★ 結婚祝

◆幹 事 報 告
⃝いわき分区より親睦ゴルフコンペの御礼が届きました。
⃝いわき小名浜ＲＣ、いわき鹿島ＲＣ、いわき桜Ｒ
Ｃより５月プログラム予定表が届きました。
⃝５月レート １ドル＝ 110 円

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（池田直彦委員）
松﨑 倫久さん
（４月24日）

山野辺 倉平さん
（４月28日）

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝元米山記念奨学会奨学生ソータイさん（ミャンマー）
◆新入会員紹介（企業交代）やすたけせい じ
⃝大和証券㈱いわき支店長 安武誠司様
出身は福岡県で、前任地は和歌山市
でした。東北は初めてで少し心配して
いたのですが、いわきは非常に住みや
すい所と感じ、家族３人で楽しみに暮
らしたいと話しています。私は初の支
店長勤務で、ロータリークラブに入会
するのも初の経験となります。
いろいろと教えていた
だきますので、
よろしくお願いします。

◆会長挨拶ならびに報告
皆さん、こんにちは。本日は、月
末の足元の悪い中を例会に出席いた
だき、ありがとうございます。
熊本地震につきましては、クラブ
会員の皆様の中からも、心を痛めら
れて、義援金についてのお問い合わ
せなどをいただいておりました。先週４月 22 日の
分区会長・幹事会におきましても、議題に上りまし
た。当クラブ同様、他のクラブも義援金の有効な送
り方を模索していました。
結論から申し上げますと、いわき分区として各ク
ラブからの義援金を、まとめて、熊本の被災された
分区に送り、その中で有効にお使いいただくこと。
分区同士のやり方が良い、との結論に至りました。
いわき平中央クラブは、かねてから熊本中央クラ
ブとのお付き合いがあるそうで、その場合は、クラ
ブ同士が直接することになりました。
ただ、
平中央クラブの話では、
まだ、
義援金を送る、
受
ける態勢が取れないくらい、
クラブ事務局が被災し、
各
ロータリアンも、
家庭と仕事を守ってゆくのに、
精一杯
の状況だそうです。
改めて、
時の流れ、
状況を把握して
ゆきながら、
再度、
議題に上げることになりました。
熊本分区からも、電話連絡等は、しばらく控えて
ほしい旨の通知が来ております。よろしく、ご了解
ください。

例会日 基本会員数 出席者
４月 28 日
49 名
27 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（代理・森雄治会員）
松﨑勉さん、森雄治さん。

以上２件

◆ 米山記念奨学会委員会（森雄治委員長）

 以上３件
松﨑勉さん、山崎洋次さん、森雄治さん。

◆親睦活動委員会(阿部弘行委員長)

４月23日に小名浜カントリークラブで第2530地区い
わき分区親睦ゴルフコンペが開催されました。63名の
参加者があり、当クラブから８名の勇士が参戦いたし
ました。当クラブは団体戦で第３位に入りました。ハ
ンディに恵まれず上位入賞できなかった方も楽しく各ク
ラブのロータリアンと親睦を深めた１日でした。
○団体の部（ネット上位４名で競う）
優勝＝平東 準優勝＝小名浜 第３位＝平
○個人の部（敬称略）
第５位＝越智正典 第７位＝黒須幸雄
第13位＝松崎浩
第14位＝石井隆幸

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん（吉田仁平さん卓話よろしくお願いし
ます）♥松﨑倫久さん（結婚祝アリガトウ）♥山野
辺倉平さん（結婚祝有難うございました）♥吉田仁
平さん（ヤンゴンのソータイ社長さん歓迎。下手な
卓話よろしく）♥竹谷金浩さん（大和証券安武さん
の入会を歓迎いたします。よろしくお願いいたしま
す。）♥鈴木弘康さん（休みがちですみません）♥
関口武司さん（吉田さん、卓話宜しくお願いします）
♥鈴木稔さん（吉田委員長、卓話宜しくお願い致し
ます）♥山崎洋次さん（吉田さん卓話よろしくお願
いいたします）♥佐々木芳弘さん（吉田仁平さん卓
話よろしく）♥飯野光世さん（吉田仁平会員の卓話
楽しみにしてます）♥森雄治さん（吉田さん、卓話、
たのしみにしてます）♥黒須幸雄さん（吉田仁平さ
以上 13 件
ん卓話よろしく）
★本日の例会案内 ５月12日（木） 12：30 ～
青少年奉仕委員会担当卓話 鈴木みなみ様
お食事メニュー＝ハンバーグ、里芋煎りだし野菜餡かけ
★次回の例会案内 ５月19日（木） 12：30 ～
親睦活動委員会担当卓話
お食事メニュー＝天麩羅蕎麦、
刺身三種

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

