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第 3082 例会（19号） 2017 年 11 月 16 日（木）晴

第３回クラブ協議会
大久保健蔵会長を議長に各委員会代表が今年度の
活動計画の中間報告を行い、今後の活動などを協議
した。
▼会場監督 ( Ｓ . Ａ . Ａ )：青木喜久男Ｓ . Ａ . Ａ
例会は、秩序正しく品位ある場となるように努め、
かつ会員が楽しい雰囲気で交流と親睦を深めるよう
にするという目的の下、活動計画を順調に進めてい
ます。
▼職業分類・会員選考委員会：山﨑慶一委員長
今年度に入り該当者は１名でした。未充塡の職業
分類は、まだまだありますので、候補者の紹介をよ
ろしくお願いします。
▼会員増強委員会：新妻純男副委員長
いろいろと入会の声掛けはしていますが、なかな
か実現にいたりません。今後、さらに活動に励み、
純増３～５名の目標を達成したいと思います。
▼ロータリー情報・ＩＴ委員会：常葉修一副委員長
地区のＩＴ研修会に参加し、10 月 26 日の例会の卓
話で成果をお伝えしました。新会員向けのセミナー
は昨日、開催されました。今後はマイロータリー登
録の推進に力を入れます。
▼雑誌委員会：黒須幸雄委員長
毎月第２例会の際、皆さんにロータリーの友の見
どころ読みどころを紹介しています。「友」には非常
に良い情報が載っています。よくご覧になってくだ
さい。
▼プログラム委員会：山野辺倉平委員長
４つの活動計画に沿って例会を実施しています。
会員の皆さんの協力で計画通り進んでいます。今後
も協力をよろしくお願いします。
▼親睦活動委員会：池田直彦委員長
例会での誕生日、結婚
記念日の記念品贈呈、７
月 27 日の納涼例会、９
月 21 日の観月例会、10
月 14、15 日の地区大会
と順調に行いました。今

2017～2018年度
国際ロータリーのテーマ

後も年忘れ家族会、春の観桜例会などを企画してま
いります。年４回の親睦ゴルフは２回を終えました。
年明けの４月と６月にも予定しますので奮ってご参
加ください。
▼会報・広報委員会：浅倉哲也委員長
会報は順調に発行しています。卓話の際は資料な
どだけでなく、要点をまとめた文書があれば、お願
いします。外部へ広報したい活動はぜひ相談してく
ださい。
▼スマイルボックス委員会：安武誠司委員長
本日現在で 484,000 円の協力をいただいています。
前年、前々年とほぼ同じペースの寄付となっていま
す。
▼出席委員会：高橋康二委員長
３カ月間の皆勤賞の表彰で７～９月は 10 名の方を
表彰しました。メーキャップをされた方は委員会へ
カードを提出して報告をよろしくお願いします。
▼職業奉仕委員会：松崎浩委員長
11 月５日に地区の職業奉仕セミナーがあり出席し
ました。いわき分区では地区の副委員長を田久昌次
郎さん（いわき平中央）、職業倫理委員長を上村直人
さん（いわき常磐）が務めています。１月の職業奉
仕月間に上村さんに卓話をお願いしています。田久
さんにも機会があればお願いする考えです。
▼社会奉仕委員会：飯野光世委員長
海岸林再生活動を 10 月 28 日に当ＲＣと分区の共
催で実施しました。会員企業からも水戸証券、トヨ
タカローラいわき、いわき明星大の皆さんにも参加
いただきました。オリーブの普及は、いわきオリー
ブプロジェクトに協賛の形で推進しています。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
２月 24 ～ 25 日に開催される地区の青少年指導者
養成プログラム（ＲＹＬＡ研修会）に、いわき明星
大の学生とともに参加します。地区では青少年交換
留学生とローターアクトクラブの推進にも力を入れ
ており、当クラブでも鋭意、検討してまいります。
▼国際奉仕委員会：森雄治委員長
10 月６日に地区の国際奉仕セミナーが開かれ、出
席しました。来年の国際ロータリー年次大会
（カナダ・
トロント、2018 年６月 24 ～ 27 日）の案内が 12 月の

「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」
ロータリーの友から掲載されます。会員の皆さんも
参加されるよう、ご検討ください。
▼ロータリー財団委員会：越智正典副委員長
年次基金に対する個々の寄付、ポリオ・プラス基
金への寄付は順調に集まっています。この調子で目
標を達成できるようお願いいたします。
▼米山記念奨学会委員会：三瓶和秀委員長
会員１人１万円以上の特別寄付金は、まだ目標に
は届いていませんので、ご協力をお願いいたします。
先月の米山月間には奨学会を理解するＤＶＤを見て
いただきました。
▼戦略計画委員会：三瓶和秀委員長
当委員会は各委員長が委員になっています。70 周
年に向けてクラブをどうしていくか話し合う機会を
持ちます。さらに会員の考えを知るアンケートも計
画します。

司会：八幡幹事

パストガバナーを講師に迎え「ロータリーは人助け」
というテーマで、ご自身の経験をもとにした卓話を
聴かせてもらいました。話を聴くだけでなく、懇親
を深める目的もあり、他のクラブの新会員の皆さん
と名刺を交わし、懇親を深めてまいりました。
２月には、いわき分区のＩＭが予定されています。
こうした機会に他のクラブのロータリアンと知り合
うことが大切と感じます。ぜひＩＭには多くの皆さ
んの参加をよろしくお願いします。

◆幹 事 報 告
⃝「ハイライトよねやま」212 号が届きました。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（高橋康二委員長）
例会日

〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（竹内和洋会員）〕
竹内和洋会員

11 月 16 日

基本会員数 出席者
51 名

30 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（越智正典副委員長）


大久保健蔵さん、浅倉哲也さん、越智正典さん。

以上３件

◆米山記念奨学会委員会（三瓶和秀委員長）

★ 結婚祝

大久保健蔵さん、浅倉哲也さん、関口武司さん、
以上４件
山崎洋次さん。

山﨑

慶一さん

（11月24日）

安武

誠司さん

（11月30日）

★ 誕生祝

竹内

和洋さん
（11月20日）

山野辺倉平さん
（11月23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
年末に向けて大変、空気が乾燥し
ているようです。私も話をしている
だけでも、のどが乾いてまいりまし
た。皆さんもインフルエンザなどに
感染しないようくれぐれもご注意願
います。
昨夜、いわき分区の合同新会員セ
ミナーがパレスいわやで開かれました。当クラブか
ら河口利夫さん、鈴木賢司さん、村上公一さんの３
名と会長、幹事の計５名で参加しました。渡辺公平

会報・広報委員会

◆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（第３回クラブ協議会宜しくお願
いいたします）♥八幡恭朗さん（クラブ協議会よろ
しくお願い致します）♥山崎洋次さん（各委員長、ク
ラブ協議会お疲れ様でした）♥安武誠司さん（結婚
祝ありがとうございます。12年目です）♥伊藤盛敏
さん（ロータリーのコンペ久しぶりに優勝出来まし
た）♥山﨑慶一さん（ゴルフ愛好会コンペ、幹事さ
んご苦労様でした。賞品の「花垣」美味でした。結
婚祝ありがとうございます）♥飯野光世さん（七五三
詣の子供たちで賑わっております）♥山野辺倉平さ
ん（誕生祝有難うございました）♥小野寺順正さん（先
日は、少し風の強い中、平ロータリークラブのゴル
フコンペ出席ありがとうございました。また皆様に
参加して頂けるようにがんばりますので、皆様よろ
しくお願い致します。またのご参加を…）♥竹内和
以上10件
洋さん（誕生祝ありがとうございます）


★本日の例会案内 12月７日（木）12：30 ～
年次総会
お食事メニュー＝桜姫鶏の味噌焼き、帆立御飯
★次回の例会案内 12月14日（木）12：30 ～
会員卓話 高木秀訓会員
（損害保険ジャパン日本興亜いわき支社長）
お食事メニュー＝海老マカロニグラタン、パン

浅倉哲也
安田信二 鈴木賢司
関口武司 志賀康朗
八幡恭朗

