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

第 3107 例会（44号）　2018 年６月 14 日（木）晴

第６回クラブ協議会
　大久保健蔵会長を議長に各委員会から活動報告が
ありました。
▼会場監督：青木喜久男Ｓ . Ａ . Ａ
　秩序正しく品位ある例会となるよう努め、なおか
つ会員が楽しい雰囲気で交流できるように努めまし
た。
▼職業分類・会員選考委員会：山﨑慶一委員長
　竹内和洋さん（外国為替銀行）、鈴木俊哉さん（新
聞）、稲葉広直さん（清掃用品賃貸業）、長谷川浩一
さん（建築工事）の４人の新入会員を迎えることが
できました。また、伊藤盛敏さんの職業分類が菓子
卸から不動産管理業となりました。
▼会員増強委員会：吉田仁平委員長
　みなさんにお願いしていた会員増強は本日２人の
入会がかないました。次年度の委員会に頑張ってい
ただきたいと思います。
▼ロータリー情報・ＩＴ委員会：八幡恭朗幹事代読
　10 月 21 日のＩＴ研修会に参加し、26 日の例会で
卓話をさせていただきました。ＭＹ ＲＯＴＡＲＹの
普及、登録は思うように進みませんでした。
▼雑誌委員会：黒須幸雄委員長
　ロータリーの友の見どころの紹介、9 月の雑誌月間
での卓話、ロータリーの友の外部贈呈、の３つの事
業を予定通り実施できました。
▼プログラム委員会：山野辺倉平委員長
　５人の外部の方による話題性のある卓話、新入会
員卓話６人、３人の会員の卓話など、みなさんの協
力によって実施できました。
▼親睦活動委員会：池田直彦委員長
　会員の誕生日、結婚記念日に祝い品を贈りました。
納涼例会や観月例会、年忘れ家族会などで親睦を図
ることができました。親睦ゴルフも４回開催です。
▼会報・広報委員会：鈴木俊哉委員長
　例会の会報を滞りなく発行できました。クラブの
ホームページの更新が進みませんでした。次年度に
改革してしっかりと活動をお伝えして参ります。
▼スマイルボックス委員会：松﨑倫久副委員長
　年間目標の 120 万円に対して本日までに 111 万
5000 円となっています。あと２回ありますので、ク
リアできると思います。

▼出席委員会：高橋康二委員長
　３カ月と年間単位で表彰を実施して参りました。
最終表彰での皆勤賞は５人の予定です。クラブ出席
率はメーキャップを含めて 70％弱でした。
▼職業奉仕委員会：松崎浩委員長
　月はじめの例会時にロータリーの目的を朗読、四
つのテストは毎回の例会で唱和しました。職業奉仕
月間には関連卓話、４月には職場訪問例会を実施し
ました。
▼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 日は分区との共催、５
月 20 日はクラブ単独で実施しました。これからも継
続していきますのでご協力をお願いします。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
　５月の青少年奉仕月間に、いわき明星大のボラン
ティアセンターに活動報告をしていただき、席上、
助成金をお渡ししました。ＲＹＬＡ研修会にはいわ
き明星大の学生２人とともに参加しました。
▼国際奉仕委員会：森雄治委員長
　カナダ・トロントで開催される国際大会に私が参
加して参ります。世界理解月間には松村耕三副委員
長に「語学力の必要性」のテーマで卓話をしていた
だきました。
▼ロータリー財団委員会：鈴木東雄委員長
　今年度の年次基金は、基本寄付が１人１万円で 51
万円、個人寄付が上期 18 万 2000 円、下期が 12 万
7000 円で合計 81 万 9000 円でした。１人当たり約
146 ドルとなりました。目標の 150 ドルにちょっと足
りませんでしたが、ほぼ達成できたと思います。ポ
リオ基金が 11 万 4400 円でトータル 93 万 3400 円で
した。
▼米山記念奨学会委員会：三瓶和秀委員長
　鈴木弘康さんが第 12 回、黒須幸雄さんが第 2 回の
功労者表彰を受けました。普通寄付は上期・下期と
もに 12 万 7000 円。特別寄付は上期 12 万 5000 円、
下期 15 万 2000 円の合計 27 万 7000 円でした。特別
寄付は 1 人 1 万円の目標ですので、ちょっと足りま
せんでした。
▼戦略計画委員会：三瓶和秀委員長
　１月にアンケートを実施し、結果を３月に報告し
ました。今後 50 年先までのクラブの礎となる結果と
思います。ありがとうございました。



会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会　　鈴木俊哉　鈴木賢司　志賀康朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

◆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（誕生祝ありがとうござます。第
６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（第６回クラブ協議会、よろしくお願い
致します）♥坂本佳友さん（誕生祝ありがとうござ
います）♥山野辺倉平さん（結婚祝有難うございま
した。稲葉さん、長谷川さんを歓迎します。長期欠
席）♥阿部弘行さん（稲葉広直さん、長谷川浩一さ
んの入会を歓迎して）♥鈴木弘康さん（早退します。
申し訳ありません）♥清水和政さん（本日、早退致
します）♥吉田仁平さん（稲葉広直さん、長谷川浩
一さんの入会を歓迎して）♥伊藤盛敏さん（稲葉さ
んと長谷川さん来月からの入会を歓迎して）♥関口
武司さん（第６回クラブ協議会宜しくお願いします）
♥三瓶和秀さん（クラブ協議会よろしくお願いしま
す）♥山崎洋次さん（大久保会長１年間ありがとう
ございました）♥郡二三子さん（稲葉さん長谷川さ
んの入会を歓迎して、宜しくお願い致します）�
 以上14件

委 員 会 報 告
◆出席委員会（高橋康二委員長）

例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数
６月 14 日 51 名 34 名 ―　本日もご出席いただき誠にありが

とうございます。みなさんのご協力
のおかげでなんとか１年間、会長職
を全うできそうです。頼りない会長
の方が、クラブが一致団結して協力
してくれるのかなぁと感じました。
本日は新しい仲間を二人迎えること

ができます。みなさん、よろしくお願いします。

司会：八幡幹事

◆会長挨拶ならびに報告

◆幹 事 報 告

⃝郡山ＲＣ、いわき平中央ＲＣより会報が、いわき
経済同友会より「ＳＥＡ ＩＷＡＫＩ」が届きました。

〔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）〕

◆�入 会 式
　アイウェイイナバ 代表取締役
 稲葉　広直 さん
　清掃代行や清掃用具のレンタル、高齢
者向けの安否確認を伴うお弁当の宅配、
などの仕事を営んでいます。ロータリー

クラブに関しては何も分からない状況ですので、先
輩方のご指導をいただきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。

　堀江工業 代表取締役社長
 長谷川　浩一 さん
　祖父、父に続いて３代目のロータリア
ンとなります。住まいが平の街中で、ロー
タリアンのみなさんの中にも昔からのお

付き合いの方がたくさんいます。みなさんにご迷惑
を掛けないよう活動して参りますので、どうぞよろ
しくお願いします。

◆�転勤あいさつ
　福島テレビ いわき支社長
 鈴木　賢司 会員
　この度の社内人事で、郡山に
転勤することになりました。２
年間本当にお世話になりまし

た。貴重な時間といろいろな体験をさせていただき
ました。後任の者も入会させていただきますので、
どうぞよろしくお願いします。

◆�米山功労者表彰伝達
第12回メジャードナー　鈴木　弘康 会員

第２回マルチプル　　　黒須　幸雄 会員

◆雑誌委員会（黒須幸雄委員長）
縦組　４～８ページ　シマフクロウの森づくり
　　　９～12ページ　クラブを訪ねて　益子ＲＣ
横組　７～11ページ　全国の植樹活動
　　　12～13ページ　 喜多方市で広島の被爆樹木を

植樹

★本日の例会案内　６月21日（木）12：30 ～
　次年度第１回クラブ協議会
　　お食事メニュー＝天丼　素麺

★次回の例会案内　６月28日（木）18：30 ～
　創立65周年例会（家族同伴例会）

山野辺倉平会員

山野辺 倉平さん
（４月28日）

坂本 佳友さん
（６月８日）

大久保 健蔵さん
（６月14日）

★ 結婚祝 ★ 誕生祝

ハッピーバースデーソング斉唱


