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■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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第 3062 例会（45号） 2017 年６月 22 日（木）晴

次年度第１回クラブ協議会
2017 － 2018 年度の大久保健蔵会長を議長に各委員会
から次年度の計画などが説明されました。
▼大久保次年度会長あいさつ
２年前に副会長を引き受けて、この日（会長就任）
が来るのは分かっていましたが「２年間、勉強すれば
いいんだ」といって「あっ」という間に過ぎました。
私は 2008 年にロータリークラブに入会して９年間しか
経験はありません。浅学な身でありますが、皆さんに
支えていただき１年間を務めあげたいと思います。
▼会場監督（Ｓ . Ａ . Ａ）
：青木喜久男Ｓ . Ａ . Ａ
会長、幹事、プログラム委員会、親睦活動委員会と
連携を図り円滑な例会運営に努めます。特に食事の内
容は、出席意欲を起こさせる美味なるメニューになる
よう椿山荘と打ち合わせ、皆さんにお知らせします。
▼職業分類・会員選考委員会：山﨑慶一委員長
活動として、職業分類未充塡の充実を図ります。会
員候補者は、財源及び出席の義務を果たせるか、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を検討して選考します。
▼会員増強委員会：新妻純男副委員長
地区の目標に協力し、３～５名の純増を目指します。
会員の維持に心を配り、魅力あるクラブにするため、
楽しい例会と親睦活動の活発化をお願いしていきます。
▼ロータリー情報委員会：鈴木弘康委員長
今年度はロータリー情報に加え、ＩＴ委員会を任さ
れます。新入会員を対象に、ロータリーの情報、特典
を伝えます。さらにＭ y Ｒｏｔａｒｙの普及、活用を推
進します。会員に適切な情報を与えＭ y Ｒｏｔａｒｙ登
録者 60％を目指します。
▼雑誌委員会：黒須幸雄委員長
ロータリーの友の必読を薦めます。例会で「友」と
ガバナー月信の内容を紹介します。会員の「友」への
投稿を奨励します。
「友」を市役所や記者クラブ、金融
機関など外部へ贈呈します。
▼プログラム委員会：山野辺倉平委員長
会長方針を踏まえ魅力ある例会になるよう各委員会
の協力を得てプログラムを作成します。強化月間には
関連委員会に担当卓話をお願いします。外部卓話は時
局に合わせた話題性のある人にお願いします。新会員
には早めに卓話をお願いします。

2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

▼親睦活動委員会：
池田直彦委員長
例会で会員の誕
生 日、 結 婚 記 念 日
に記念品を贈りま
す。 納 涼 例 会（ ７
月 27 日 予 定 ）、 地
区大会、観月例会、
年忘れ家族例会、観桜例会、最終例会と続きます。さ
らに家族旅行を 11 月ごろに計画します。親睦ゴルフを
年４回実施します。
▼会報・広報委員会：志賀康朗副委員長
例会ごとに会報を発行します。クラブのホームペー
ジを適宜更新します。報道機関などに活動の情報を提
供します。これまでの例会や活動などの写真を整理、
保存に努めます。
▼スマイルボックス委員会：安武誠司委員長
チャリティー年間目標額を 120 万円とします。例会
ごとに利用者の名前と理由を披露し、会報に掲載しま
す。誕生祝と結婚祝を受けた際は 5,000 円をお願いしま
す。スマイルを通して会員間の情報共有を図ります。
▼出席委員会：高橋康二委員長
「出席はロータリアンの三大義務」と会員に呼び掛け
ます。例会は出席表を作り委員が出席者数を報告しま
す。３カ月及び１年単位で皆勤賞を表彰します。クラ
ブ出席率（例会とメーキャップ出席の合計）は 80％を
目標にします。
▼職業奉仕委員会：松崎浩委員長
活動は、毎月第１例会でロータリーの目的を読み上げ、
四つのテストは毎回唱和します。地区の職業奉仕委員会
と連携して「職業奉仕とは何か」の理解を深めてもらい
ます。具体的にはガバナー月信の職業奉仕のページの購
読を勧めます。職業奉仕セミナーに委員が出席して学ん
だ内容を例会で報告します。職業奉仕月間に卓話を依頼
し、職場訪問を行う。または地区の職業奉仕委員を招い
たパネルディスカッションを催します。
▼社会奉仕委員会：坂本佳友副委員長
活動として、海岸林再生活動「苗木ＦＯＲいわき」の
活動に参加します。１丁目 21 世紀記念広場の整備を行
います。いわきオリーブプロジェクトを通してオリー
ブの普及に努めます。
▼青少年奉仕委員会：代読・八幡恭朗幹事
活動計画は、青少年や若者たちの奉仕活動に支援を

「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」
します。地区、ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム（ＲＹＬＡ研修会）に参加します。ローターアクト
クラブの復活に向けて検討します。
▼国際奉仕委員会：森雄治委員長
国際交流の推進では、国際大会（カナダ・トロント、
2018 年６月 24 ～ 27 日）参加を促します。海外出張な
どの際、現地のＲＣにメーキャップするよう促します。
市内在住の外国人の方々と交流し親善を図ります。世
界理解月間（２月）に卓話を担当します。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
補助金プロジェクトへの積極的な参加を試みます。
年次基金は１人当たり 150 ドルを目標にします。恒久
基金の寄付を推奨します。ポリオプラス基金の寄付を
行います。ロータリーカード加入を推奨します。
▼米山記念奨学会委員会：三瓶和秀委員長
活動として、普通寄付金は１人 5,000 円×会員数を
寄付します。特別寄付金は１人１万円以上を目標に例
会で会員から募ります。米山功労者やマルチプル、メ
ジャードナーを増やします。米山月間を利用して理解
してもらえる催しを行います。
▼戦略計画委員会：三瓶和秀委員長
ロータリーは第２世紀に入り、活力ある組織を目指
さなければなりません。クラブは何を目指し、どのよ
うに目標を達成できるか、進捗状況はどうかなどを戦
略委員会の視点で考えてまいります。

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（森雄治会員）
〕
森雄治会員

★ 結婚祝

小野寺 順正さん

新妻 純男さん

（６月23日）

（６月28日）

★ 誕生祝

高橋 康二さん

◆会長挨拶ならびに報告
いよいよ2016－2017年度で最後の通常
例会での私の挨拶となりました。
きょうは皆さんがご存知のように、
うれしいニュースがありました。メン
バーである大倉智さんが社長を務める
サッカーのいわきＦＣが天皇杯の２回
戦でＪ１のコンサドーレ札幌を破りました。これは７部
リーグが１部リーグに勝ったということで全国的に話題
になっています。私は大したことをやっていませんが、
最後にご褒美をもらったような気がします。
きょうは2017－2018年度の第１回クラブ協議会です。
大久保さん、八幡さん、メンバーにとって大切な１日に
なると思います。
最終例会で皆様には改めて感謝の挨拶をしたいと思い
ますが、この１年、本当にありがとうございました。

◆いわきＦＣのパブリックビューイング


（青木喜久男会員）
前夜（21日）の天皇杯の試合は、ラトブでパブリック
ビューイングを行いました。次の清水エスパルズ戦（７
月12日）も実施しますので、ぜひ応援にお出で下さい。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（池田直彦副委員長）
例会日
６月 22 日

基本会員数 出席者
52 名

28 名

メーキャップ数
―

◆スマイルボックス委員会（久家文寿委員）
♥三瓶和秀さん（いよいよ最終通常例会です。一年間
ありがとうございました。第一回2017 ～ 18年度クラブ
協議会よろしくお願いします）♥大久保健蔵さん（第
１回クラブ協議会よろしくお願いいたします）♥八幡
恭朗さん（本日、2017 ～ 18年度第１回クラブ協議会、
又、
夜は新旧合同理事会となります。よろしくお願い致し
ます）♥小野寺順正さん（結婚祝ありがとうございま
す）♥新妻純男さん（結婚祝ありがとう）♥青木喜久
男さん（大久保丸を皆で支えていきましょう）♥黒須
幸雄さん（小野寺さん、１年間スマイルご苦労様でした。
ゴルフコンペの優勝はその「ごほうび」ですね）♥関
口武司さん（第一回クラブ協議会宜しくお願いします）
♥高橋康二さん（誕生祝ありがとうございます）♥久
家文寿さん（スマイルボックスへの協力ありがとうご
ざいます。
「第１回クラブ協議会」よろしくお願いしま
す）

以上10件

（６月25日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆幹 事 報 告
⃝名札を次年度用に作り替えますので、本日の例会を終
わっても持ち帰らないようお願いします。

★本日の例会案内 ７月６日（木）12：30 ～
会長・幹事所信表明
お食事メニュー＝スズキのポワレ、
サラダ
★次回の例会案内 ７月13日(木) 12：30 ～
会員卓話 三瓶和秀直前会長
「会長としての１年間を振り返って」
お食事メニュー＝ジャージャー麺、ネギトロ丼

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

