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会長・幹事
◆会長所信

所信表明
三瓶

和秀 会長

私が、いわき平ロータリークラブに
入会したのは平成 11 年１月でした。当
時の会長は鈴木弘康幹事のお父さんの
弘長先生でした。今もそうですが、当
時もそうそうたるメンバーがいました。
総勢 70 人を超えるクラブで、幹事を務
めて 10 年ほどすると会長を務めるという流れでした。
ロストジェネレーションというのは 10 年間の就職氷
河期を指す言葉ですが、私にとっては、いわき平ＲＣ
のロストジェネレーションが私より 10 歳年上の方々が、
いなくなってしまったこと。本来なら私が会長を務める
順ではなかったと感じています。それぞれの事情で退会
された方も、いわき平ＲＣの歴史を刻んで来たのですか
ら、その思いもかみしめ務めたいと思っています。
今年度のＲＩのテーマは「Rotary Serving Humanity」
～「人類に奉仕するロータリー」です。毎週、世界
34,000 以上のクラブのロータリアンが語らい、笑い、
アイデアを分かちあうために集います。しかし、私た
ちが集う一番の理由は、最も大切な目標、すなわち「奉
仕」のためです。これは 2016 － 17 年度国際ロータリ
ー会長ジョン・ジャーム氏のメッセージです。
そして同じく 2016 － 17 年度第 2530 地区ガバナー佐
久間英一氏は共通目標を掲げました。
１．クラブのサポートと強化
２．人道的奉仕の重点化と増加
３．公共イメージと認知度の向上
４．全クラブが会長賞に挑戦できるように支援する
５．ロータリー財団 100 周年度意識を持って目標を達成する
６．米山記念奨学会委員会活動の支援
私の所信は、ガバナーの共通目標を受け、まず最初
に会員増強に重きを置きます。ガバナーは次のクラブ
の 10 年の大計のためにも１名純増を掲げましたが、当
クラブは５名純増を目指します。
次にＲＩ会長のテーマにも通じる、奉仕できるロータ
リークラブを目指します。５大奉仕を踏まえたうえで地
域奉仕活動等で認知度をさらに上げたいと思っています。
会長賞に挑戦できるロータリークラブの大前提とし
て「My Rotary」に 50％の登録をしなければなりません。

2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

メールをお持ちの皆さんは、ぜひ登録をお願いします。
100 周年をロータリー財団が迎えます。ソウルでの世
界大会で潘基文国連事務総長も感謝の言葉を述べたよ
うにポリオ撲滅はもう少しです。ＲＩ会長も言われて
いる、その先のとても「よいこと」を目指せます。100
周年を祝う事業も考えたいと思っています。米山記念
奨学会への寄付金は１人平均 15,000 円を目指します。
また、存続も含めてホームページの見直しを図りた
いと思っています。現在のままでいいのか、さらに発
展させるのか岐路に立っています。委員会の構成も見
直す時期に来ているかもしれません。
脈々と受け継がれた、いわき平ＲＣのとても「よい
こと」を私には次に滞りなく受け渡す義務があります。
私が会長を務めるに当たって心配なのは、過去に役
付になるたび自分を含め健康を害するなど良くないこ
とが起きています。この１年間は何とか健康に留意し
務め上げたいと思っています。

◆幹事所信

鈴木

弘康 幹事

見ているのと、やるのでは 180 度違
うのだなと実感しています。これまで
前幹事の野沢さんの横で例会の進行な
どを勉強させてもらいました。少しで
も追いつけるよう１年間、頑張ります
のでよろしくお願いします。
私は入会して４年９カ月になります。きっかけは、
皆さんの世話になった父・弘長が６年前に亡くなり、
１年ほどしてからある会員の方に「親父の遺言だ。ロ
ータリークラブに入りなさい」と言われ、素直にサイ
ンしてしまったことです。
まさか５年もたたないで幹事になるとは思いません
でした。私は現在 39 歳。ガバナー訪問が予定されてい
る８月４日に誕生日を迎え 40 歳になります。30 代から
40 代への節目に幹事を任されるのも何かの運命と考え、
三瓶会長を支えながら１年間を務め上げます。

◆会計の挨拶

原田

徹 会計

私は先月、皆さんのお仲間に加えていただいて、わず
か１カ月で会計を仰せつかり会社ではあり得ないスピー
ド出世と思っています。私は銀行員ですので、看板に偽
りなしというのを皆さんに証明できるよう、しっかりと
務めさせてもらいます。よろしくお願いいたします。

「人類に奉仕するロータリー」
Rotary Serving Humanity

「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：鈴木弘康幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータ
リーソング（我等の生業）
・
ロータリーの目的（三瓶和 三瓶和秀会員
秀会員）
・四つのテスト（鈴
木弘康会員）
〕
鈴木弘康会員

★ 結婚祝

★ 誕生祝

◆ 出席委員会（池田直彦委員）
例会日
７月７日

基本会員数 出席者
49 名

メーキャップ数

33 名

―

◆ 親睦活動委員会（坂本佳友副委員長）
三瓶会長より今年度親睦ゴルフコンペの会長杯
（優勝トロフィー）の寄贈がありました。

◆スマイルボックス委員会（小野寺順正委員長）

鈴木 弘康さん
（７月６日）

関口 武司さん
（７月７日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
ゲスト
ＮＴＴ東日本いわきエリア支店長 常葉修一様
福島テレビいわき支社長 鈴木賢司様
 （お２人は理事会の承認を得て次回例会で入会）

◆会長挨拶ならびに報告
きょうは七夕で、天の川に由来す
るのだと思いますが「川の日」でも
あります。
ご存じの通り、織姫と牽牛が１年
に１度会えるという日ですが、１年
に１度しか会わないと人間は、どん
な思いになるのでしょう。毎日、会っていると飽き
てしまう。まあ、いろいろありますが…。
ロータリークラブのように１週間に１度、会って
忌憚のない話をして、発展性のある話を交わしてい
れば飽きもせず、仲良くやっていけるのではないで
しょうか。

◆幹 事 報 告
⃝７月ロータリーレート １ドル＝ 102 円
⃝いわき平東ＲＣより７月プログラム予定表と会報、
いわき勿来ＲＣ、いわき平中央ＲＣ、いわき小名浜
ＲＣ、いわき鹿島ＲＣより７月プログラム予定表が
届きました。
⃝会費納入の通知書を本日、お渡ししました。よろ
しくお願いします。
◆第 2530 地区委員会の委嘱状伝達
国際奉仕委員会国際交流委員の吉田仁平会員へ

♥三瓶和秀さん（本年１年間よろしくお願いしま
す）♥鈴木弘康さん（１年間幹事を務めます。宜し
く御願い致します。結婚祝ありがとうございます）
♥坂本佳友さん（ご無沙汰しております。よろしく
お願いいたします）♥関口武司さん（三瓶会長、鈴
木幹事一年間宜しくお願いします。誕生祝ありがと
うございます）♥浅倉哲也さん（三瓶会長、鈴木幹
事、１年間がんばっていきましょう）♥伊藤盛敏さ
ん（三瓶・鈴木丸の船出を祝って）♥松﨑倫久さん
（三瓶会長、鈴木幹事一年間よろしくお願いします）
♥大久保健蔵さん（三瓶会長、鈴木幹事一年間がん
ばってください）♥青木喜久男さん（三瓶丸の船出
です。皆で支えていきましょう）♥越智正典さん（三
瓶、鈴木丸の船出を祝して）♥鈴木東雄さん（三瓶・
鈴木年度の門出を祝って）♥八幡恭朗さん（三瓶年
度のスタートを祝して）♥森雄治さん（三瓶、鈴木
丸の船出に激励を込めて）♥松崎浩さん（三瓶・鈴
木年度に期待しています）♥山野辺倉平さん（三瓶
会長、鈴木幹事の門出を祝って）♥飯野光世さん（三
瓶会長、鈴木幹事よろしくお願いします）♥松﨑勉
さん（三瓶会長、鈴木幹事の船出を祝して）♥新妻
純男さん（三瓶会長、鈴木幹事スタートですね。一
年間頑張って下さい）♥小野寺順正さん（三瓶会長、
鈴木幹事の船出を祝して）♥新田俊彦さん（三瓶さ
ん、鈴木さんの船出を祝して）♥吉田仁平さん（三
瓶、鈴木丸出航おめでとう）♥佐々木芳弘さん（新
年度がんばってください）♥志賀康朗さん（三瓶会長・
鈴木幹事これからよろしくお願いします）♥山崎洋
次さん（新会長、新幹事、１年間どうぞよろしくお
願いいたします）♥山﨑慶一さん（新年度の出発を
祝って）♥郡二三子さん（七夕の日に三瓶年度スター
ト。一年間宜しくお願い致します）

以上 26 件
★本日の例会案内 ７月14日（木） 12：30 ～
プログラム委員会担当卓話
お食事メニュー＝天婦羅蕎麦、刺身三種盛り
★次回の例会案内 ７月21日（木） 12：30 ～
会員卓話 渡辺淑彦会員
お食事メニュー＝牛フィレステーキ温野菜添え

浅倉哲也
関口武司
高橋康二
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

