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会長・幹事


所信表明

― 奉仕と親睦を両輪に活動 ―

大久保健蔵 会長

今年度のＲＩテーマは「ロータリー：
変化をもたらす」であります。そして
第 2530 地区の鈴木邦典ガバナーの活
動目標は皆さんのお手元に配った６項
目です。これを基にして私の所信を話
させていただきます。
私は第 65 代の会長で、５年後には
記念すべき 70 周年を迎えます。今年度から 70 周年に向
けた積立も行うなど準備を進めます。
ガバナーの目標の「各クラブへのサポート強化」です
が、これは会員増強についてです。いわき平ＲＣは最大
で 90 名を超えたこともありました。70 周年の時に 70
名にするのも一案で、そのためには年度で純増５名必要
ですが、容易ではありません。まず純増３名を達成した
いと思います。
「人道的方針重点化と増加」については、青少年奉仕活
動の分野でローターアクトクラブの復活に関し、長い目
で継続が可能な組織づくりを考えていきたいと思いま
す。担当委員会に戦略計画委員会も加わって協議してほ
しいと願っています。また環境保護への取り組みは、社
会奉仕委員会の海岸林再生を継続し、併せて新たにオリ
ーブプロジェクトへの参加を進めてもらいます。職業奉
仕では、職場訪問例会が恒例になっていますが、今年度
は地区の職業奉仕委員会に分区から人材がそろっていま
すので、地区委員を例会に招いた活動も繰り広げます。
国際奉仕については、今後の流れをぜひ考えていけるよ
う委員会にお願いします。
「ロータリー公共イメージと認知度の向上」は、クラブ
が外部に向かって積極的に働きかけなければできませ
ん。会報・広報委員会にマスコミへの情報提供、活動へ
の協力を理解してもらえるよう努めていただきます。
「ＲＩ会長賞に挑戦しよう」は、ＭＹ ＲＯＴＡＲＹへ
どれだけの登録ができるかに懸かってきます。ロータリ
ー情報委員会を中心に啓発と奨励を図って増やしていき
ます。
「ロータリー財団への協力」と「米山記念奨学会への協
力」は例年のように年会費の中からの拠出に加え、毎例

2017～2018年度
国際ロータリーのテーマ

会の皆さんの善意の寄付に頼るしかありません。それぞ
れの意義を理解してもらえるよう努めます。
私は１年間の自らの目標を「奉仕と親睦を車の両輪と
してロータリー活動を活発にしたい」と掲げています。
ぜひとも皆さんの協力をいただき、１年後には明るい顔
で皆さんにご挨拶をしたいと考えています。よろしくお
願いします。



― 楽しい雰囲気をつくる ―
八幡

恭朗 幹事

2013 年に入会させていただき、今
年で５年になります。昨年度は副幹事
を務めましたが、それまで会報・広報
委員会の所属で、ロータリー会員とし
て経験の幅が狭いと感じていました。
皆さんに、ご迷惑をかけることもある
かと思いますが、ご容赦願います。
これから大久保会長を支えながら、楽しい例会、楽し
いロータリーづくりを目指してまいります。楽しい雰囲
気をつくることが会員の拡大、ひいてはクラブの発展に
つながると信じて当たりますので、ご指導、ご鞭撻をよ
ろしくお願いします。

⃝新年度スタートで乾杯⃝
新年度の初例会に
当たり食事の際、関
口武司会長エレクト
の発声でノンアルコ
ールビールで乾杯し
ました。

★本日の例会案内 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
★次回の例会案内 ７月20日(木) 12：30 ～
いわき桜ＲＣとの合同例会
いわき分区パストガバナー補佐卓話
遠藤希和子様 越智正典様
お食事メニュー＝カツ丼、小鉢

「ロータリー：変化をもたらす」
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司会：八幡幹事
〔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（青木喜久男会員）
・四つのテスト（阿部
弘行会員）
〕

青木喜久男会員

阿部弘行会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
常陽銀行平支店長・竹内和洋氏（前支店長・平戸康明
氏の後任）
★ 結婚祝

★ 誕生祝

⃝い わき市国際交流協会より「ワールドアイ」が届き
ました。
⃝ 21 日の前年度会長・幹事慰労会と 27 日の納涼例会
の出欠を回覧します。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（高橋康二委員長）
例会日
７月６日

基本会員数 出席者
51 名

メーキャップ数

30 名

―

◆Ｓ.Ａ.Ａ（青木喜久男Ｓ.Ａ.Ａ）

例会場で７月～９月は委員会ごとに現在の席を指定
いたします。また10月まで服装はクールビズを推奨して
います。

◆親睦活動委員会（池田直彦委員長）

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

◆会長挨拶ならびに報告
2017 － 2018 年度第１回例会に出席
いただきまして、
ありがとうございます。
先日より活発な梅雨前線、台風の上
陸などで県内では会津地方で被害が出
ました。さらに現在は九州の福岡、大
分、熊本で大変な被害になっているよ
うです。昨年は茨城県常総市周辺で大
きな被害をもたらした「線上降水帯」という同一地域
に激しい雨を降らせる低気圧が、九州北部で短時間に
ものすごい量の雨を降らせています。最近は日本全国
どこで発生するか分からない気象状況になっています。
私の年度のスタートに当たって荒れた天候の話を聞く
と前途多難を思わせ、心配をしています。
私は７年前の飯野光世会長の年度で幹事を務めさせ
てもらいました。その際は３月 11 日の東日本大震災、
４月 11 日の大地震と相次ぎ、厳しい会の運営を強いら
れました。また、４年前には越智正典ガバナー補佐の
下、分区幹事として貴重な経験をさせてもらいました。
各クラブの例会を回り、良い面、悪い面をいろいろと
知ることができました。ただ、ご存知のように私は平
成 20 年度の入会で、まだ浅いロータリー歴です。皆さ
んの温かい協力と支援を得て 1 年間を精一杯務めさせ
てもらいますので、よろしくお願いします。

◆幹 事 報 告
⃝ 2016 － 2017 年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせが
届きました。
⃝い わき小名浜、いわき平中央ＲＣより７月プログラ
ム予定表が届きました。

会報・広報委員会

大久保会長より今年度のゴルフ愛
好会の会長杯の贈呈を受けました
（写真）。
７月27日の納涼例会当日、日中は
ゴルフ愛好会の第１回コンペを開き
ます。会場は五浦庭園カントリーク
ラブです。ふるってご参加ください。

◆スマイルボックス委員会（安武誠司委員長）
♥大久保健蔵さん（とうとう始まってしまいました。
一年間宜しくお願いいたします）♥八幡恭朗さん（新
年度のスタートです。一年間よろしくお願い致します）
♥鈴木弘康さん（結婚祝ありがとうございます。大久
保、八幡丸の出航を記念して）♥佐々木貢一さん（大
久保会長、八幡幹事のご活躍を祈念いたします）♥浅
倉哲也さん（大久保会長、八幡幹事、一年間よろしく
お願いします）♥新妻純男さん（大久保会長、八幡
幹事一年間よろしくお願いします。頑張って下さい）
♥山﨑慶一さん（新年度の発足を祝って）♥関口武司
さん（誕生祝、ありがとうございます。大久保会長、
八幡幹事宜しくお願いします）♥伊藤盛敏さん（大久保、
八幡丸の出発を祝って）♥山野辺倉平さん（大久保丸
の船出を祝して）♥小野寺順正さん（大久保丸の船出
を祝して）♥吉田仁平さん（大久保・八幡丸の出航祝っ
て）♥山崎洋次さん（新会長・幹事よろしくお願いい
たします）♥鈴木東雄さん（大久保会長、八幡幹事本
年もよろしくお願いします）♥黒須幸雄さん（大久保
丸の船出を祝して）♥飯野光世さん（大久保・八幡丸
の出航を祝して）♥新田俊彦さん（大久保会長、八幡
幹事の船出を祝し）♥阿部弘行さん（大久保丸の出航
を祝って!）♥松﨑勉さん（会長様、幹事様、よろしく
お願いします）♥森雄治さん（大久保丸の船出を祝して）
♥三瓶和秀さん（大久保さん八幡さん一年間よろしく
お願いします）♥髙木秀訓さん（大久保会長、これか
ら一年間よろしくお願いいたします）♥郡二三子さん
（大久保年度スタートです。一年間宜しくお願い致しま
す）♥安武誠司さん（一年間よろしくお願いします）
♥青木喜久男さん（大久保会長、八幡幹事、所信表明
よろしくお願いいたします）
以上25件

浅倉哲也
安田信二 鈴木賢司
関口武司 志賀康朗
八幡恭朗

