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会長・幹事
― My


所信表明

Rotary の登録推進と活用を ―
関口

武司 会長

当クラブの課題として、My Rotary
の登録と活用、そして女性会員の入会
の２点を上げたいと思います。
2530 地区は My Rotary の登録率 60
％を目標としています。今年 3 月 13
日現在、平均登録率は 45.9％で、目標
達成クラブは 25 です。一方、わがい
わき平ロータリークラブは会員 51 名中、登録者は 5 名
で、登録率 9.8％はいわき分区 10 クラブ中最下位、地区
66 クラブ中 58 位です。今年度中に登録者数を増やす必
要があると考え、理事会に具体的な登録率向上策を検討
していただきたいと考えております。
クラブの運営を円滑に進める上でも My Rotary を使
いこなすことがますます必要になると思われます。年度
のクラブ目標を書き込むことのできるツール「ロータリ
ークラブ・セントラル」を見ると、当クラブではまだ目
標値を入力した経験のないことが分かりました。近い将
来、ロータリー賞獲得を狙うには受賞資格の一つになっ
ているロータリークラブ・セントラルの活用が不可欠で
す。ロータリークラブ・セントラルに目標を設定し、次
年度につなげたいと思います。
女性会員が所属しているクラブは 2530 地区 66 クラブ
中、44 クラブあります。女性会員は増加の傾向にあり、
当クラブでも女性会員増強を目指してもいい時期になっ
ているというのが私の個人的な意見です。
ガバナー公式訪問の際に会長・幹事と協議する 12 項
目の質問が送られてきました。この中に、会員増強にど
のような行動を起こすか、ロータリー賞への取り組みに
当たり会員の My Rotary の登録と活用をどう推進する
かという項目がありました。
私の個人的な意見ではなく、
クラブとしての回答が必要ですので、理事会において 7
月に My Rotary、8 月に女性会員を議題とし、結果をガ
バナー公式訪問の時に報告したいと思いますのでよろし
くお願いします。
クラブの定款、細則には、クラブの管理主体は理事会
であると謳っています。理事会がクラブのあらゆる方針を
決定し、会長がその方針を実施するという体制であると
理解して、対応に当たっていきます。理事会議事録は翌
月の第一週に会員のみなさんにファクスでお送りします。

2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

今年度は若者への積極的な支援を青少年奉仕委員会と
職業奉仕委員会で実施します。RYRA 研修会への学生
派遣、地区補助金によるいわき明星大吹奏楽団支援プロ
ジェクト、高校生・大学生を対象にした出前授業を実施
します。
これまでの話を含めたまとめとしまして、目標に①会
員基盤の強化②例会出席率の向上③青少年育成の支援④
My Rotary への登録の推進⑤ロータリー財団への理解
と活用⑥米山奨学会への協力の 6 項目を掲げました。有
賀幹事とともに 1 年間、務めて参りますので、会員のみ
なさまのご指導、ご協力をよろしくお願いします。



― 100％出席し、クラブの発展を ―
有賀

行秀 幹事

絵本作家ヨシタケシンスケさんの作
品に「ヨチヨチ父」という作品があり
ます。最初に出てくる「丈夫な赤ちゃ
んが産まれましたよ」「頼りないお父
さんができましたよ」の話が印象的で
す。私も今、頼りないお父さんと同じ
状況です。新年度がスタートして、実
際に幹事の任に当たりますと、大変重たい仕事であると
実感し、気持ちを新たにしています。
クラブの細則に「幹事」という項目があります。ここ
に定められたことに従い、みなさんのご意見を伺い、然
るべきところに報告し、前に進めていきます。100％の
出席を自らの義務と課し、一所懸命頑張って参ります。
群馬県の太田ロータリークラブなどいくつかのクラブ
から交流の話が着ています。他の地区のロータリークラ
ブのみなさんとも仲良くしながら、いわき平ロータリー
クラブの発展に尽力したいと思っています。よろしくお
願いいたします。

⃝新年度スタートで乾杯⃝

新年度のスタートを祝い、阿部弘行会長エレクトの発
声で乾杯しました。

「インスピレーションになろう」
BE THE INSPIRATION

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆親睦活動委員会（鈴木弘康委員長）

司会：有賀幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）
・ロータリー
の目的（関口武司会長）
・四つのテスト（有賀行秀幹事）〕

◆入会式
ひまわり信用金庫本店営業部長
新城美樹雄さん
分からないことばかりですが、会計とい
う大役を仰せつかっておりますので、精い
っぱい頑張って参ります。よろしくお願いいたします。



福島テレビいわき支社長 五十嵐敦さん
北茨城市の出身で、甲子園に行きたくて
磐城高校に通いました。残念ながら出場は
なりませんでした。いわき平ロータリーク
ラブの発展に微力ながら尽くしていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
★ 結婚祝

★ 誕生祝

鈴木 弘康さん

関口 武司さん

（７月６日）

（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
1 年間よろしくお願いいたします。会長あいさつは、
毎月 1 回はロータリーの話をさせていただいて、残り
は科学に関する話題を提供させていただきたいと思っ
ています。

◆米 山 記 念 奨 学 会 奨 学
生プリ・ビピさんに奨
学金贈呈

◆幹 事 報 告
⃝７月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。
⃝い わき勿来ロータリークラブより 7 月のプログラム
予定表、いわき桜ロータリークラブより会報が届き
ました。

委 員 会 報 告
◆出席委員会（高木秀訓委員長）
例会日
７月５日

基本会員数 出席者
52 名

37 名

メーキャップ数
―

会報・広報委員会

第１回ゴルフコンペを７月25日に五浦庭園カントリ
ークラブで開催します。奮ってご参加ください。

◆ポールハリスフェローレベル２贈呈

森雄治会員にロータリー財団からポール
ハリスフェローレベル２が届き、関口会長
から伝達がありました。また、森さんから
先の国際大会の報告がありました。

◆スマイルボックス委員会（常葉修一委員長）
♥関口武司さん（１年間宜しくお願いします。誕生
祝、ありがとうございます）♥有賀行秀さん（１年間
よろしくお願いいたします）♥鈴木弘康さん（関口会
長、有賀幹事の船出を祝して、結婚祝ありがとうご
ざいます）♥青木喜久男さん（関口丸の門出を祝し
て！）♥大久保健蔵さん（2017 ～ 18年度スタート関口
会長、有賀幹事がんばってください）♥山崎洋次さん
（新役員のみな様、１年間よろしくお願いいたします）
♥山﨑慶一さん（関口・有賀年度の船出を祝って）♥
森雄治さん（関口、有賀丸の船出を祝い、１年間関口
流で）♥阿部弘行さん（関口丸の船出を祝して!! 有賀さ
んサポートよろしく）♥山野辺倉平さん（関口、有賀
丸の船出を祝って）♥鈴木東雄さん（関口年度の船出
を祝って）♥松崎浩さん（会長・幹事１年間がんばっ
て下さい。五十嵐さんの入会を歓迎して）♥新妻純男
さん（関口会長、有賀幹事１年間頑張って下さい）♥
飯野光世さん（関口・有賀丸の出航を祝して）♥吉田
仁平さん（関口・有賀丸の出航祝して）♥八幡恭朗さ
ん（関口年度のスタートを祝して）♥黒須幸雄さん（関
口年度のスタートをお祝いします）♥越智正典さん（関
口・有賀丸の門出を祝って）♥新田俊彦さん（関口、
有賀さんの船出を祝して）♥松﨑勉さん（関口年度の
スタートをお祝いします）♥清水和政さん（関口先生、
有賀幹事宜しくお願いします）♥鈴木俊哉さん（関口
会長年度のスタートをお祝いしまして）♥三瓶和秀さ
ん（関口会長、有賀幹事１年間よろしくお願いします）
♥坂本佳友さん（一年間よろしくお願いします）♥曲
山浩範さん（新体制、みんなで頑張ってまいりましょ
う）♥佐々木貢一さん（関口会長よろしくお願いします）
♥安武誠司さん（すみません早退します）♥郡二三子
さん（関口会長、有賀幹事、新城会計さん１年間宜し
くお願い致します）

以上28件

★本日の例会案内 ７月12日（木） 12：30 ～
会員卓話 鈴木東雄雑紙委員長
「関口年度への期待をこめて」
お食事メニュー＝冷やし中華 小丼
★次回の例会案内 7月19日（木) 12：30 ～
会員卓話 松村耕三奉仕副委員長
「戊辰戦争から150年の節目」
お食事メニュー＝鰻重 小鉢

鈴木俊哉
安田信二 安武誠司
関口武司 三瓶和秀
八幡恭朗

