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ガバナー補佐卓話 SPEECH
活動のさらなる活性化を
国際ロータリー第2530地区
いわき分区ガバナー補佐

高 萩 勝

利

様

本日は伝統あるいわき平ロータ
リークラブの格式高い、親クラブ
の雰囲気を感じております。平井
ガバナーから「９月のガバナー公式訪問では、会
長、幹事さんはじめみなさんに大変お世話になりま
した」との言葉を預かっております。お伝えしてお
きます。私の役目は各クラブの運営が効果的になさ
れているかということを見ることですが、平ロータ
リークラブはしっかりと活発に活動されていること
を確認いたしました。ガバナーからクラブの評価を
預かっておりますので、関口会長にお渡しします。
平井ガバナーは本当にこまやかに、すごく真面目に
活動されていて、全てのクラブを評価しています。
評価は会長から会員のみなさんへ御伝達ください。
２月 23 日に開催する IM に講師としてファシリ
テーターの中村靖治さんをお迎えします。前日の
22 日には熊本で講演するという忙しいスケジュー
ルの中、おいでくださるようになりました。ご存じ

の通り、ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
の活動が各地で始まっています。2530 地区は全国
34 地区の中で 22 番目に今年度から RLI の取り組み
が始まります。いわき分区でも２月の IM には中村
さんのご指導を得ながらクラブ活性化の道を探りま
す。加速度を付けて進めていきましょう。
先日の新会員合同セミナーも有意義なものでし
た。分区内９クラブから 47 人に参加いただき、３
人の講師からお話しいただき、その後は３グループ
に分かれて講師を囲んで懇談しました。来週末の
23 日、24 日には地区大会が開催されます。その後
もそれぞれのクラブでクリスマス例会や新年会など
行事が多いことでしょう。活発な活動で２月の IM
までつなげていきたいものです。IM では 2 度目の
新会員合同セミナーも予定しています。ぜひ、よろ
しくお願いします。
みなさんに「クラブ活性化の道」をお配りしまし
た。ぜひ目を通して、活性化を進めてください。末
尾の 1974 年から 75 年度の RI 会長ウイリアム・R・
ロビンス氏の言葉だけ読み上げさせていただきま
す。「ロータリーは成人教育の最も優れた実験場で
ある。ロータリーの第一の目的は親睦と奉仕を通し
て人を育てることである。クラブの価値は、そのク
ラブがいかなる人材を育てたかによって計られる。
それ以外の何があるのであろうか」。ありがとうご
ざいました。

【海岸林再生活動】11 月 3 日に今年度 1 回目の海岸林再生活動を実施しました。会員と会員の所属する
会社の社員ら総勢約 40 人が雑草を刈り取り、クロマツの苗木 100 本を植えました。
★本日の例会案内
11月22日（木) 12：30 ～
第３回クラブ協議会
お食事メニュー＝
金目鯛の香草パン粉焼
★次回の例会案内（地区大会振替）
11月24日（土) ９：10 ～
会場 會津風雅堂


作業をする参加者

2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

※11月29日は休会となります

全員そろって記念写真

「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」
◆幹 事 報 告

司会：有賀幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生
業）
・四つのテスト（新妻純男会員）〕

⃝郡山 RC より会報が届きました。
⃝ハイライトよねやまが届きました。

新妻純男会員

★ 結婚祝

★ 誕生祝

委 員 会 報 告
◆出席委員会（髙木秀訓委員長）
例会日
11 月 15 日

山﨑 慶一さん
（11月24日）

清水 和政さん
（11月29日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来訪ロータリアンの紹介
いわき分区ガバナー補佐・高萩勝利様、同幹事・
川口登志雄様

◆会長挨拶ならびに報告
先週の太田ロータリークラブとの
合 同 例 会、 あ り が と う ご ざ い ま し
た。友好ムードあふれる思い出にな
る例会でした。例会終了後、舞子浜
病院で記念植樹を実施しました。ま
た、病院内に設置された５年前に太
田ロータリークラブと地区から寄贈いただいたグラ
ンドピアノを見学しました。松村耕三先生からは震
災時の様子やその後の復興までの活動をお話しいた
だき、大変意義深いものとなりました。太田ロータ
リークラブは来年度、地区の補助を活用して新舞子
海岸に黒松の植樹をする予定です。われわれも一緒
に参加したいと思いますので、ぜひよろしくお願い
します。
13 日には分区の新会員合同セミナーが開かれま
した。五十嵐敦さんとロータリー情報・IT 委員長
の八幡委員長、私が出席いたしました。大変有意義
な会でした。
生物学に「刷り込み」いう言葉があります。雁の
卵をガチョウに温めさせると雛が孵ったとき、自分
の親をガチョウだと思うということです。オースト
リアの行動科学者ローレンツが雁の卵が孵化したと
きに、自分の姿を見せたら、雛はローレンツを親だ
と思ったそうです。私の息子は私の父、彼の祖父に
赤ん坊のころからずっと「おまえは大きくなったら
お父さんと同じ東工大に行くんだよ」と言われてき
ました。高校の三者面談の時には先生から「無理」
と言われましたが、なんとか無事合格しました。こ
れも「刷り込み」の一種でしょう。みなさんもお孫
さんが小さいうちに「刷り込み」をしてください。
きっと思いが叶うでしょう。

会報・広報委員会

基本会員数 出席者
52 名

29 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（代理・大久保健蔵会員）
関口武司さん、五十嵐敦さん、黒須幸雄さん、吉
以上４件
田仁平さん。
◆米山記念奨学会委員会（大久保健蔵委員長）
関口武司さん、大久保健蔵さん、黒須幸雄さん、
山崎洋次さん、清水和政さん、吉田仁平さん。
以上６件

◆雑誌委員会（高橋康二副委員長）
○ロータリーの友11月号の見どころ読みどころ
縦組 18 ～ 27ページ ポリオ撲滅：最新状況
横組 ４～ ８ページ 児童虐待の実情
27ページ ROTARY AT WORK

平東RCの盲導犬育成支援

◆スマイルボックス委員会（代理・阿部弘行会員）
♥いわき分区ガバナー補佐・高萩勝利さん、同幹事・
川口登志雄さん（おじゃまいたします。よろしくお
願いいたします）♥関口武司さん（高萩ガバナー補
佐、川口分区幹事の来訪を歓迎して）♥有賀行秀さ
ん（高萩ガバナー補佐の来訪を歓迎して）♥黒須幸
雄さん（高萩ガバナー補佐様を歓迎致します）♥大
久保健蔵さん（高萩ガバナー補佐、川口幹事の来訪
を歓迎して）♥新城美樹雄さん（高萩様、卓話宜し
くお願いします）♥伊藤盛敏さん（高萩ガバナー補
佐、川口地区幹事を歓迎して）♥山崎洋次さん（ガ
バナー補佐の御来訪を歓迎いたします）♥飯野光世
さん（高萩ガバナー補佐を歓迎して）♥五十嵐敦さ
ん（先日、いわき分区新人研修会参加させていただ
きました。勉強させていただきました）♥吉田仁平
さん（高萩ガバナー補佐の来訪を歓迎して）♥鈴木
東雄さん（ガナバー補佐を歓迎して）♥阿部弘行さ
ん（ガバナー補佐歓迎して）♥山﨑慶一さん（結婚
祝ありがとうございます）♥清水和政さん（誕生祝
ありがとうございました）♥八幡恭朗さん（高萩ガ
バナー補佐を歓迎して。11月16日に、いわき平ロー
タリークラブも後援している、モンゴル伝統芸能
チャリティーコンサートが開催されます。参加よろ
しくお願いします）♥郡二三子さん（いわき分区ガ
バナー補佐、幹事ご苦労様です。お世話になります）

以上17件

鈴木俊哉
安田信二 安武誠司
関口武司 三瓶和秀
八幡恭朗

