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2016-17年度

第１回クラブ協議会開催
三瓶和秀会長
2016-17 年度の国際ロータリーのテーマは「人
類に奉仕するロータリー」です。そして、201617 年度第 2530 地区ガバナーの佐久間英一氏は、
６つの共通目標を揚げています。これらを受けまして、私
は、いわき平ロータリークラブの会長として、まず会員の増
強を目指します。次に、奉仕できるロータリークラブをめざ
します。MY ROTARY への 50％以上の登録を通して会長賞
に挑戦できるロータリークラブを目指します。ロータリー財
団 100 周年を祝う事業も考えたいと思います。また、米山基
金奨学会への寄付金は一人平均 15,000 円を目指します。
さらには、ホームページや委員会構成についても見直し
をかける時期が来ていると思います。私にはいわき平ロー
タリークラブの「よいこと」を次に受け渡す義務があると
思っています。
▼ S.A.A：阿部弘行会場監督
例会が秩序正しく品位あるもの、かつ会員が楽
しく交流と親睦を深められるようにする。具体的
には、６つの活動計画にのっとり活動する。
▼職業分類・会員選考委員会：黒須幸雄委員長
職業分類未充填の充実を図る。会員の選考で
は、財務及び出席の義務を果たせるかどうか、社
会通念上の常識者で協調性があるか、ロータリー
活動に興味を持っているかに留意して選考を行います。
▼会員増強委員会：吉田仁平委員長
クラブの健全なる活動には会員数の確保が重
要であることを認識し全会員に協力を願う。職
業分類・選考委員会、ロータリー情報委員会と
協力し理事会に候補者を推薦する。地区の目標に協力し、
３～５名の純増を目指す。
▼ロータリー情報委員会：野沢達也委員長
新入会員へのロータリーの歴史情報や、会員
の特典・責務に関する情報を与える。新入会員
のオリエンテーションへの積極的参加を促す。
各委員会とも連絡を取り合い、情報を伝えるとともに他の
委員会への遊軍的な活動もしたいと思います。
▼雑誌委員会：山﨑慶一委員長
ロータリーの友の必読を勧め、会員の関心を
深めるとともにロータリー情報の普及を図る。
記事の紹介については、食事をしながらという
形態は再検討したいと思います。

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

▼プログラム委員会：高萩阿都志副委員長
年間プログラムを作成する。外部講師による
卓話を積極的に行う（会員の情報提供をよろし
くお願いします）。強化月間の卓話を行う。月
次計画は早めに会員に周知する。
▼親睦活動委員会：有賀行秀委員長
会員相互の友情はもとより、家族間の親睦を
深め、クラブ目標の遂行に有意な親睦活動を行
う。例会での記念品贈呈。納涼例会、地区大会、
観月例会、年忘れ家族会、観桜例会、周年記念例会の企画
を行う。年４回の親睦ゴルフコンペを運営する。来訪ロー
タリアンのとの親睦に務める。
▼会報・広報委員会：高橋康二副委員長
例会ごとに会報を発行する。クラブのホーム
ページの適切な運営。対外的な広報の一環とし
て報道機関への情報提供に努める。名前や事象
の誤りを避けるために、例会の会員卓話の際には原稿やレ
ジュメ等資料の提供をお願いします。
▼スマイルボックス委員会：小野寺順正委員長
会員の日常での楽しいこと、喜ばしいこと、
お祝い事等でスマイルの利用をお願いする。年
間目標は 120 万円。スマイルを通して、会員間
の情報の共有、親睦を図る。
▼出席委員会：青木喜久男委員長
出席はロータリアンの３大義務の一つである
ことを徹底する。出席簿を付け例会での発表、
３か月１年の皆勤者の表彰を行う。クラブ出席
率の 80％達成を目指す。
▼職業奉仕委員会：新妻純男委員長
毎月第１週の例会でロータリーの目的を読み
上げる。４つのテストの唱和と実践。職業奉仕
月間のアンケート調査と卓話の実施。職場訪問
例会の実施。
▼社会奉仕委員会：山野辺倉平委員長
地区の猪苗代水環境保全活動に協力する。海
洋林再生活動へ参加する。AED 操作方法など
人命救助の体験。夏井川流灯花火大会後の清掃
活動への参加。１丁目 21 世紀記念樹広場の整備。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
青少年や若者たちの奉仕活動を支援する。地
区ロータリー青少年指導者養成プログラム・ラ
イラ研修会へ参加する。ローターアクトクラブ
復活へ向けて検討する。

「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：森雄治委員長
国際奉仕の活動を通じて国際理解親善平和を推
進する。国際交流の推進。ロータリー財団委員会、
米山記念奨学会委員会、青少年奉仕委員会に協力
しその目的を達成する。世界理解月間に卓話を担当する。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
ロータリー財団に関する会員の理解を深め、
補助金プロジェクトへの積極的参加と寄付を通
じて財団を支援する。年次基金は 150 ドル、ポ
リオ・プラス基金へは 20 ドルを目標とします。
▼米山記念奨学会委員会：松崎浩委員長
普通寄付金として会員一人 5,000 円を寄付す
る。特別寄付金として会員一人 10,000 円以上を
募る。米山月間を利用して米山記念奨学会の理
解を深める。
▼戦略計画委員会：松崎浩委員長
委員には各委員会の委員長がなります。クラブの将来に
対する意見や問題提起があれば委員会を開催し議論しま
す。将来のクラブ基盤の強化のためのビジョン策定を進め
ます。

司会：野沢幹事

森雄治会員

★ 結婚祝

★ 結婚祝
小野寺順正さん 高萩阿都志さん
（6月24日）

高橋康二さん
（6月25日）

鈴木 稔さん
（6月25日）

新妻純男さん
（6月28日）

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（安武誠司委員）
基本会員数
49 名

出席者
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）

◆転勤挨拶

（6月23日）

本年度の例会も残すところ今日を含め
て２回となってしまいました。本日は、
次年度の第１回クラブ協議会となって
おります。また、最終例会となる 63 周
年例会にもたくさんのご出席の返信を頂
き、心から感謝申し上げます。
さて、去る 17 日金曜日に、新旧合同の「会長幹事会」
がありました、私たちにとっては最後の、三瓶年度には最
初の会議であります。その中で、１つのクラブでは対応が
難しい案件については、引き続き次年度分区での対応とな
りました。青少年交換留学生の件や熊本地震への対応につ
いてなどです。特に熊本地震への対応については、分区の
会長幹事会の存在の重要性を感じました。当クラブにおい
ても、三瓶年度に引き継ぎをさせていただきます。以上、
ご報告を兼ね私の挨拶と致します。

例会日
６月 23 日

〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（森雄治会員）
〕
福島テレビいわき支社 鈴木稔支社長
来月から福島テレビ郡山支社営業部長
として転勤することとなりました。1 年
という短い間でしたが、非常に貴重な機
会だったと思っています。今後もいわき
平ロータリーの経験を生かしていきたい
と思います。ありがとうございました。

◆会長挨拶ならびに報告

ハッピーバースデー
ソング斉唱

○第４回親睦ゴルフ大会

６月 19 日に第４回親睦ゴル
フ大会が開催されました。優
勝された平戸康明さんおめで
とうございます。親睦委員会
の皆様１年間お疲れ様でした。

◆幹 事 報 告
⃝いわき桜 RC より 7 月プログラム予定表が届きました。
⃝ハイライトよねやま 195 号が届きました。

♥松崎浩さん（鈴木支社長、短い間でしたがお世話になりまし
た。これからのご活躍をお祈り致します）♥高橋康二さん（誕
生日のお祝いありがとうございます）♥新妻純男さん（結婚祝
ありがとうございます。45 年目です）♥鈴木稔さん（結婚お祝
いありがとうございました。あっという間の 22 年でした。また、
ロータリーでは一年間大変お世話になりました。後任を宜しくお
願いします）♥高萩阿都志さん（結婚祝ありがとうございます）
♥小野寺順正さん（結婚祝ありがとうございます。本年度三瓶
さんの船出をお祝いいたします）♥三瓶和秀さん（次年度第
一回クラブ協議会よろしくお願いします）♥鈴木弘康さん（第
１回クラブ協議会宜しく御願い致します。U-15 野球日本代表に
黒須大誠さんが選出されました。おめでとうございます）♥山
﨑慶一さん（黒須大誠君日本代表おめでとう。がんばって下さ
い）♥青木喜久男さん（黒須さん U-15 おめでとうございます。
それから入会１年、あっという間でした）♥阿部弘行さん（黒
須おめでとうございます。Ｗ杯アンダー 15 全日本選出スゴイで
すねぇ～。いわきはじめての快挙 !!）♥森雄治さん（黒須さん、
お孫さんの全日本おめでとうございます）♥伊藤盛敏さん（黒
須さん、お孫さんの活躍を祈っています。コンペ入賞しました）
♥八幡恭朗さん（黒須さん、お孫さんの全日本おめでとうござ
います）♥大久保健蔵さん（黒須さんのお孫さんの活躍を願っ
ております）♥佐々木芳弘さん（黒須さんのお孫さんおめでと
うございます）♥鈴木東雄さん（本年度ありがとうございます。
松崎会長早いですがご苦労様）♥平戸康明さん（ゴルフ楽し
くプレーさせていただきありがとうございました。自己ベストで優
勝できました）♥山崎洋次さん（新委員長の皆様よろしくお願
いいたします）♥関口武司さん（黒須さん、１年間御苦労様で
した）♥黒須幸雄さん（孫が全日本野球選手に選出されました。
皆様の御祝意に感謝します。ありがとうございます。地元開催
以上 21 件
のせいだと思います。ゴルフコンペ準優勝。）
★本日の例会案内 ６月30日（木） 18:30 ～
63周年例会（同伴夜間例会）
★次回の例会案内 ７月７日（木） 12:30 ～
会長・幹事所信表明
お食事メニュー＝ハンバーグ、魚介のエスカベッシュ

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

