いわき平ロータリークラブ週報
創立 1953.6.18

承認 1953.6.29

http://iwakitaira-rc.jp/

■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F

（0246）25-3000

■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘
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■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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第 3042 例会（25号） 2017 年１月 19 日（木）晴

第４回クラブ協議会開催
三瓶和秀会長を議長に各委員会から上半期の報告と今
後の計画などが説明されました。
▼会場監督（Ｓ . Ａ . Ａ）
：阿部弘行Ｓ . Ａ . Ａ
１月から３回目の席替えを行いました。３月いっぱい
まで続け、４月からは自由な席とします。
▼職業分類・会員選考委員会：黒須幸雄委員長
新会員は３カ月前に報告した通りです。福島テレビの
鈴木賢司さん、ＮＴＴの常葉修一さん、内科医の清水和
政さんの３名です。
▼会員増強委員会：代理・鈴木康弘幹事
目標（純増５名）に向けて鋭意、努力をしています。
▼ロータリー情報委員会：代理・鈴木康弘幹事
いわき分区の新会員セミナーは２月 16 日午後５時 30
分から、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれます。
該当する方は、ぜひ出席してください。
▼雑誌委員会：山﨑慶一委員長
原則として毎月第２週の例会でロータリーの友の「読
みどころ」を紹介しています。
▼プログラム委員会：飯野光世委員長
これまで新入会員卓話を７回、外部卓話を３回実施し
ています。
外部卓話は今後２回は実施したいと思います。
▼親睦活動委員会：有賀行秀委員長
12 月の年忘れ家族会は無事に楽しく過ごすことがで
きました。ゴルフも順調に実施しています。今後は４月
６日の観桜例会、６月の最終例会と続きます。観桜例会
に行ってみたいという場所があれば意見を聞かせてくだ
さい。
▼会報・広報委員会：浅倉哲也委員長
例会ごとの会報発行は順調に進んでいます。ホーム
ページの更新は年度初めに行っただけでしたので、近く
新たな活動を紹介します。
▼スマイルボックス委員会：代理・八幡恭朗副幹事
本日（１月 19 日）現在、総額 794,000 円です。昨年
とほぼ同じ水準です。ご利用ありがとうございます。
▼出席委員会：青木喜久男委員長
クラブ出席率は 80％を目標にしています。メーキャッ
プを抜くと７月～ 12 月までの出席率は約 70％です。３
カ月ごとの皆勤賞表彰も２回行いました。

2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

▼職業奉仕委員会：新妻純男委員長
職業奉仕月間の担当卓話を１月 12 日に行い、いわき商
工会議所の佐藤部長にお願いしました。職場訪問は５月
ごろ予定しています。いわきドームを候補にしています。
▼社会奉仕委員会：山野辺倉平委員長
海岸林再生活動は 10 月 29 日に第１回を実施、第２回
は５月 27 日に予定しています。３月２日の委員会担当
卓話は計画にあるＡＥＤの操作による人命救助の講習を
計画しています。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
青少年の奉仕活動の支援は、例年どおり、いわき明星大
ボランティアセンターへの支援を行います。ＲＹＬＡ研修
会は６月の開催に向け参加者の人選をしています。ロー
ターアクトクラブの復活に向けた検討も続けています。
▼国際奉仕委員会：森雄治委員長
２月は「国際奉仕月間」のため第１例会で松村耕三副
委員長が、いわきの医療の現状について卓話を行いま
す。ロータリーの友１月号に６月にアトランタで開かれ
る国際ロータリー年次大会の参加旅行の案内があります
ので、ご覧下さい。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
７月～ 11 月まで年次基金として１万円× 52 名分で
520,000 円、特別寄付を 24 名から 154,000 円を預かり、
計 674,000 円を 12 月に基金へ送りました。
▼米山記念奨学会委員会：松崎浩委員長
今年度 12 月まで全国で約 5,600 万円減って約９％減
だそうです。当クラブは昨年と同額の 173,000 円を送金
しています。
▼戦略計画委員会：松崎浩委員長
今のところ、皆さんから問題提起はありませんでした。
何かあれば提起願います。

「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」
◆ポールハリスフェロー伝達

司会：鈴木弘康幹事

ピン２ 松﨑倫久会員

〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）・
四つのテスト（関口武司会員）
〕
関口武司会員

委 員 会 報 告

〈訃報〉佐々木 芳弘氏
１月 17 日、ご逝去されました。
享年 89 歳。
昭和 31 年 11 月に入会され在
籍 60 年。 第 24 代 会 長 (1976 ～
77 年度 ) を務められました。
ご冥福を祈り黙とうを捧げました。
★ 結婚祝

◆出席委員会（池田直彦副委員長）
例会日
１月 19 日

基本会員数 出席者
52 名

31 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）

★ 誕生祝

三瓶和秀さん、志賀康朗さん、阿部弘行さん、松
﨑勉さん、浅倉哲也さん、関口武司さん、青木喜久
男さん、大久保健蔵さん、越智正典さん。 以上９件

◆米山記念奨学会委員会（松崎浩委員長）
山崎 洋次さん
（１月26日）

森 雄治さん
（１月11日）

山﨑 慶一さん
（１月25日）

三瓶和秀さん、浅倉哲也さん、山崎洋次さん、松
﨑勉さん、大久保健蔵さん、青木喜久男さん、越智
以上７件
正典さん。

◆スマイルボックス委員会（代理・大久保健蔵会長エレクト）

森 雄治さん
（１月30日）

越智 正典さん
（1月28日）

児玉 武彦さん
（１月29日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
本日は悲しいお知らせから始めな
ければなりませんでした。第 24 代
会長を務められた佐々木芳弘さんが
去る 17 日に亡くなられました。25
日に通夜、26 日に告別式が行われ
ます。このため 26 日の例会は、先ほど開かれた理事・
役員会で休会とすることにしました。
さて、気を取り直して本日は第４回クラブ協議会
があります。皆様のご報告を受けてから、本日の地
区の会長・幹事会に鼻高々で臨みたいと思います。

◆幹 事 報 告
⃝郡山ＲＣ、
いわき勿来ＲＣより会報が届きました。
⃝ハイライトよねやま 202 が届きました。
⃝いわき平東ＲＣの 50 周年記念式典・祝賀会は４
月 15 日午後４時からパレスいわやで開催されま
す。案内が届きましたので出欠を取る案内をファ
クスで送ります。

♥三瓶和秀さん（クラブ協議会よろしくお願いしま
す。佐々木会員のご冥福をお祈りします）♥志賀康
朗さん（甥っ子が生まれました。大きくなるのが楽
しみです）♥松﨑倫久さん（ポールハリスフェロー
ありがとうございます）♥高橋康二さん（来週 26
日例会終了後、14：00 からこの階の “ アゼリア ” に
て「経済講演会」を開催致します。お時間のある方
は是非お立ち寄り下さい。ご案内のパンフレットを
“BOX” に入れさせて頂きました）♥児玉武彦さん（誕
生祝ありがとうございます）♥山﨑慶一さん（誕生
祝ありがとうございました）♥越智正典さん（誕生
祝ありがとうございました）♥山崎洋次さん（各委
員長報告よろしくお願いいたします。結婚祝ありが
とうございます）♥森雄治さん（ダブルお祝ありが
とうございます）♥大久保健蔵さん（クラブ協議会
よろしくお願いいたします）♥浅倉哲也さん（クラ
ブ協議会よろしくお願いします）

以上 11 件
★本日の例会案内 ２月２日（木）12：30 ～
国際奉仕委員会担当卓話 松村耕三副委員長
食事メニュー＝黒ムツのヴァプール、
魚介のマリネ サラダ仕立て
★次回の例会案内 ２月９日（木）12：30 ～
新入会員卓話 池田直彦会員（いわきワシン
トンホテル椿山荘総支配人）
食事メニュー＝焼き魚２種、お刺身３種

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

