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第 3143 例会（34号） 2019 年３月 14 日（木）晴

第５回クラブ協議会
▼会場監督：青木喜久男副Ｓ . Ａ . Ａ
４月から６月は自由席になりますのでよろしくお
願いします。
▼職業分類・会員選考委員会：山野辺倉平委員長
現在まで、１人の会員選考を実施しています。
▼会員増強委員会：飯野光世委員長
８月２日に担当例会を実施し、８月 25 日に地区セ
ミナーに参加しました。これまで１名の純増です。
女性会員の入会が課題となっていますので、ぜひご
紹介ください。
▼ロータリー情報・ＩＴ委員会：八幡恭朗委員長
11 月 11 日に分区合同の新入会員オリエンテーショ
ンに参加しました。MY ROTARY の登録状況は７月
11.5％が１月には 17.3％になりました。
▼雑誌委員会：鈴木東雄委員長
「ロータリーの友」の記事を毎月、紹介しています。
「ロータリーの友」への記事投稿に心掛けます。
▼プログラム委員会：松崎浩委員長
残り３カ月、有意義な卓話を実施していきます。
▼親睦活動委員会：志賀康朗副委員長
納涼例会、観月会、年忘れ家族会と実施してきま
した。４月４日には観桜例会を開催します。親睦旅
行は５月か６月に、年４回予定のゴルフコンペは残
り４月と６月に実施します。
▼会報・広報委員会：鈴木俊哉委員長
例会ごとの週報を滞りなく発行しています。報道
機関への情報提供を進めます。
▼スマイルボックス委員会：常葉修一委員長
年間目標の 120 万円の目標に対し、前回までで 86
万 7000 円の協力がありました。残り３カ月で達成可
能と考えています。
▼出席委員会：高木秀訓委員長
12 月末までで６人が皆勤賞です。出席率 70％が目

2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

標ですが、届いていません。毎回 30 人ほどの出席で、
プラス６人の出席が必要です。
▼職業奉仕委員会：黒須幸雄委員長
出前授業を６月 18 日にいわき明星大で実施します。
江尻義久副委員長に講師を務めてもらいます。会員
のみなさんの出席をお願いします。
▼社会奉仕委員会：有賀行秀幹事代読
防災林の大切さに関して３月７日に卓話をしてい
ただきました。海岸林再生活動を今後も実施します。
▼青少年奉仕委員会：伊藤盛敏委員長
いわき明星大吹奏楽部に助成金を贈りました。地
区ロータリー青少年指導者研修に明星大の学生２名
とともに参加しました。ローターアクトクラブの復
活には資金援助の面で、会員数が 60 人必要とみてい
ます。メンバーの拡大を含めて検討を進めます。
▼国際奉仕委員会：新妻純男委員長
１月 20 日に外国人留学生と交流会を実施、イチゴ
狩りなどを楽しみました。２月７日には市内で活躍
する外国人５人を招いた例会でスピーチをしていた
だきました。
▼ロータリー財団委員会：越智正典委員長
１人 170 ドルの目標に対し、現在 150 ドルまで集
まっています。目標達成に頑張ります。
▼米山記念奨学会委員会：大久保健蔵委員長
特別寄付金として会員１人１万円以上の寄付を
募っていますが、芳しくありません。みなさんのご
協力をお願いします。米山奨学生のビピ君には卓話
をしてもらいました。

★本日の例会案内 ３月28日（木) 12：30 ～
外部卓話 県いわき地方振興局長 阿部雅人様
お食事メニュー＝牛カツレツポルトソース
★次回の例会案内 ４月４日（木) 18：30 ～
観桜例会 いわきアリオスイタリアンダイニング

「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」
SAA は会員が勝手に退席しないように、会場に鍵を掛
けることも可能です。

司会：有賀行秀幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（飯野光世会員）
〕

◆幹 事 報 告

飯野光世会員

◆入会式
積水ハウスいわき支店長 佐藤 尚誠


⃝じんあい春号が届きました。
さん

札幌からいわき支店に着任しました。平
成８年の入社から通算で21年と半年、いわ
き市、南相馬市での勤務経験があります。
仙台出身ですが、いわきがふるさとのよう
に感じています。ロータリーの地域貢献、
社会奉仕に頑張って参りますのでよろしくお願いします。

◆転勤あいさつ

 損保ジャパン日本興亜いわき支社長 髙木

秀訓

会員

いわきでの２年間、大変お世話になり
ました。人事異動で高知に行くことにな
りました。不慣れな中、スマイル委員会、
出席委員会のメンバーとして有意義に過
ごすことができました。高知の空の下で
平を思い出しながら頑張っていきます。本当にありが
とうございました。

委員会報告・会員報告
◆出席委員会（髙木秀訓委員長）
例会日
３月 14 日

基本会員数 出席者
52 名

メーキャップ数

30 名

―

◆ロータリー財団委員会（越智正典委員長）

関口武司さん、有賀行秀さん、飯野光世さん、越智
正典さん、佐々木貢一さん、三瓶和秀さん、阿部弘行
以上７件
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、有賀行秀さん、大久保健蔵さん、三
瓶和秀さん、山崎洋次さん、飯野光世さん、佐々木貢
以上８件
一さん、阿部弘行さん。

◆親睦活動委員会（志賀康朗副委員長）

４月にゴルフコンペを実施します。希望日のアンケー
トを回しますのでご協力ください。

★ 誕生祝

◆雑誌委員会（鈴木東雄委員長）

三瓶 和秀さん
（３月14日）

髙木 秀訓さん
（３月14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
本日は SAA の役割についてお話しま
す。SAA は Sergeant at Arms の略で、
例会やその他の会合で、会が秩序を保
つ最大の権力を持った役員です。SAA
は理事会の権限の下にはなく、委員会
でもありません。会議の中では会長よ
りも権限があり、すべての会員は SAA の指示に従わな
ければなりません。議事の進行、会場への入退場、早
退遅刻の承認、私語の防止、座席の指定や食事の手配
などを担います。その重要性から会長経験者が努める
のが望ましいとされています。また、業務が多いこと
から、1 人でこなすことは難しく、会員の副 SAA を含
め、会員数の 10％ほどが必要といわれています。独断
で決定できる権限があり、例会中に会長の話が長けれ
ば、発言中止を求めることもできます。出席は会員の
自由意志ですが、退席は SAA に従わないといけません。

会報・広報委員会

○ロータリーの友 見どころ読みどころ
縦組 4 ～ 8ページ
地球の明日を考える
9ページ
クラブを訪ねて 西条RC
17ページ
富岡RCの奉仕活動
横組 7 ～ 13ページ
世界中に安全な水を
13ページ
保原RCの取り組み
縦組 4 ～ 8ページ
21世紀世代の人生計画

◆スマイルボックス委員会（常葉修一委員長）
♥関口武司さん（本日のクラブ協議会、宜しくお願い
します）♥有賀行秀さん（クラブ協議会よろしくお願
いいたします）♥佐々木貢一さん（本日もよろしくお
願い致します）♥大久保健蔵さん（第５回クラブ協議
会よろしくお願いします）♥山崎洋次さん（各委員長
よろ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します）♥髙木秀訓さん（結婚
祝ありがとうございます。本日は当日です。４月から
転勤になりました。平ロータリーの皆様には本当にお
世話になりました。ありがとうございました）♥三瓶
和秀さん（結婚祝ありがとうござます。母親の命日で
もあります）♥久家文寿さん（交替会員（新会員）佐
藤氏を歓迎して、損保ジャパン髙木さんご栄転おめで
とうございます）♥郡二三子さん（佐藤支店長の入会、
髙木支店長の転勤おめでとうございます）
以上10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

