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第６回クラブ協議会開催
▼三瓶和秀会長
第６回のクラブ協議会を開きます。私が議長を務
めます。
▼会場監督（Ｓ . Ａ . Ａ）：阿部弘行Ｓ . Ａ . Ａ
目的にあった例会の雰囲気を実現できたと思いま
す。特筆すべきは例年以上にＳ . Ａ . Ａ の出席がよ
く、大人数で例会前の出迎えができました。クール
ビズ推奨月間にノーネクタイを可とさせてもらいま
した。
▼職業分類・会員選考委員会：黒須幸雄委員長
職業分類は前職との交代が７名おりましたので準
じました。会員選考は８名を対象にしました。福島
テレビいわき支社長の鈴木賢司さんから始まり、Ｎ
ＴＴいわきエリア支店長の常葉修一さん、東邦銀行
いわき営業部長の久家文寿さん、清水医院院長の清
水和政さん、５番目は新たな職業分類でスポーツク
ラブとして、いわきスポーツクラブ代表取締役の大
倉智さん、次いで丸ほん代表取締役の佐々木貢一さ
ん、損害保険ジャパン日本興亜いわき支社長の高木
秀訓さん、ひまわり信用金庫本店営業部長兼好間支
店長の村上公一さんです。
▼会員増強委員会：吉田仁平委員長
今年度は会員 49 名でスタートし、現在 52 名にな
りました。新たに８名の会員が誕生し、そのうち５
名は企業交代で、純増３名と目標を達成できました。
▼ロータリー情報委員会：野沢達也委員長
２月 16 日にワシントンホテル椿山荘で、いわき
分区合同の新会員セミナーが開かれ、９名が参加し
ました。パストガバナー阿久津肇様の講演を聴き、
有意義なセミナーとなりました。
▼雑誌委員会：山﨑慶一委員長
ロータリーの友の見どころ読みどころを毎月第２
例会で紹介しました。当クラブの会員から「友」へ
の投稿を薦めましたが、ありませんでした。
▼プログラム委員会：飯野光世委員長
卓話は、ゲストの方が 10 回、新人卓話は８回、
2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリー強化月間にちなんだ卓話が５回実施しま
した。会長、幹事、各委員会の協力に感謝いたします。
▼親睦活動委員会：坂本佳友副委員長
会員相互の友情、家族間の親睦を深める活動を展
開しました。会員の結婚記念日、誕生日に祝いの品
を贈りました。納涼例会、地区大会の親睦、観月例
会、年忘れ家族会、観桜例会、最終の家族同伴例会
を開催。親睦ゴルフも４回実施しました。
▼会報・広報委員会：浅倉哲也委員長
例会ごとの会報を滞りなく発行できました。クラ
ブのホームページの管理・更新は毎月のスケジュー
ルや、主な活動の写真と報告を随時、載せることが
できました。社会奉仕活動などを事前に報道機関に
情報提供しました。
▼スマイルボックス委員会：小野寺順正委員長
年間目標の 120 万円を達成できました。休日が重
なるなど例会の回数がやや少ないので心配していま
したが、皆さんの協力に感謝いたします。
▼出席委員会：青木喜久男委員長
３カ月と１年単位の皆勤者を表彰しました。３カ
月は過去３回表彰し、最後の４回目も速やかに行い
ます。年間皆勤者は対象が５名（三瓶会長・鈴木幹事・
伊藤盛敏さん・新妻純男さん・新田俊彦さん）いま
す。クラブ出席率は約 70％です。
▼職業奉仕委員会：新妻純男委員長
ロータリーの目的の読み上げ、四つのテストの
唱和は全て行いました。職業奉仕月間の卓話は１
月 12 日、いわき商工会議所の佐藤博史部長に「中
心市街地活性化」をテーマに話してもらいました。
職場訪問例会は５月 18 日に株式会社ドームいわき
ベースを訪れ物流センターなどを見学しました。
▼社会奉仕委員会：山野辺倉平委員長
海岸林再生活動は２回実施しました。10 月 29 日
と ５ 月 20 日 に
新舞子近くの防
潮林で植樹、除
草を行いまし
た。会員以外に
会員の所属企業
の社員やいわき

「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」
明星大の学生の皆さんに参加いただきました。再生
に当たるフクシマ環境未来基地に３万円を寄付しま
した。ＡＥＤの操作法など人命救助法の実習を３月
２日の例会で行いました。地区のエコキャップ回収
に協力しました。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
青少年や若者の奉仕活動支援では、いわき明星大
ボランティアセンターの要望を受け、組立式リヤ
カー２台を贈りました。地区のＲＹＬＡ研修会に５
月 27、28 日に私といわき明星大の学生２名が参加
しました。ローターアクトクラブ復活に向けての検
討は５月の例会で過去の経緯を皆さんに示して考え
ることができました。
▼国際奉仕委員会：森雄治委員長
国際大会（米国・アトランタ）への参加者は残念
ながらいませんでした。２月の平和と紛争予防／紛
争解決月間に卓話を担当し、松村耕三副委員長に話
をしてもらいました。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
年次基金は１人当たり 150 ドルの目標でした。会
から１人１万円を拠出し、個々の特別寄付 276,000
円を加え 796,000 円になりました。１人当たり 139
ドルです。ポリオプラスへの寄付はテレホンボック
スの義援金を活用し 114,400 円を集めました。
▼米山記念奨学会委員会：松崎浩委員長
三瓶和秀さんが新米山功労者になりました。普通
寄付金は会員１人 5,000 円で 252,500 円を送りまし
た。特別寄付金は会員１人当たり 1 万円が目標でし
たが、合計 293,000 円でした。米山月間の例会では
ソウル国際大会で世界へ発信した活動のビデオを見
てもらい、理解を深めました。
▼戦略計画委員会：松崎浩委員長
私の他、各委員会の委員長がメンバーです。活動の
中で将来に関する問題提起は特にありませんでした。

司会：鈴木弘康幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・
四つのテスト（山野辺倉平会員）〕
山野辺倉平会員

◆会長挨拶ならびに報告
のちほど幹事報告でもあります
が、次年度のガバナーノミニーが平
井義郎さん（福島中央ＲＣ）に決ま
りました。今年度は地区運営（戦略
＆ＩＴ）委員会の委員長をされてい
た方で、私も度々メールをいただい
ています。非常にマメな方だと思います。

本日は第６回で最終のクラブ協議会となります。
皆さん、よろしくお願いします。１年間、成果があ
げられたつもりでありますが、いかがでしょう。ま
た夜には、このワシントンホテルで、いわき分区の
新旧会長・幹事会が開か
れます。いよいよ、お役
★ 誕生祝
御免に近づいてまいりま
した。罪科をとがめられ
てロータリークラブを追
放とならないよう祈って
いますが、これまでの思
いなどは次回以降、お話
大久保 健蔵さん
（６月14日）
させてもらいます。
ハッピーバースデーソング斉唱

◆幹 事 報 告
⃝ガバナー事務局より2017－2018年度ガバナーノミ
ニーが平井義郎さん（福島中央ＲＣ）に決まった
との文書が届きました。
回覧いたします。
⃝いわき勿来ＲＣより会報が届きました。

◆次年度幹事報告

（八幡恭朗副幹事）
次回６月22日は次年度第１回クラブ協議会です。
各委員会の代表は次年度の計画書を用意して協議会
終了後に提出をお願いします。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（池田直彦副委員長）
例会日
６月 15 日

基本会員数 出席者
52 名

36 名

メーキャップ数
―

◆スマイルボックス委員会（小野寺順正委員長）
♥三瓶和秀さん（本日クラブ協議会よろしくお願い
いたします。一年間ご苦労様でした）♥山﨑慶一さ
ん（先日あるゴルフコンペで優勝しました。皆様が
悪かっただけです）♥浅倉哲也さん（今年度最後の
クラブ協議会よろしくお願いします）♥大久保健蔵
さん（誕生祝ありがとうございます。昨日61才にな
りました。クラブ協議会よろしくお願いします）♥
山崎洋次さん（各委員長よろしくお願いいたします）

以上５件
★本日の例会案内 ６月22日(木) 12：30 ～
次年度第１回クラブ協議会
お食事メニュー＝ローストポーク おろしソース
★次回の例会案内 ６月29日(木) 18：30 ～
創立64周年例会（家族同伴例会）

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

