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■ 事 務 局 ／ 福島県いわき市平字白銀町 4-13 不二屋第二ビル２F

（0246）25-3000

■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
会長：関口

武司

幹事：有賀

行秀

発行：会報・広報委員会

第 3153 例会（44号） 2019 年６月６日（木）晴

第６回クラブ協議会
関口武司会長を議長に各委員会から活動報告があ
りました。
（各委員会の報告の詳細は次年度の年次報
告書をご覧ください）
▼会場監督：森雄治Ｓ . Ａ . Ａ
活動計画に沿って、例会を秩序正しく品位のある
場にするよう努め、楽しい雰囲気で交流と親睦に努
めました。
▼職業分類・会員選考委員会：代理・有賀行秀幹事
企業交代による８人の新入会員の会員選考、職業
分類を実施しました。
▼会員増強委員会：飯野光世委員長
２名以上の純増に努めましたが、残念ながら達成
できませんでした。８月２日に担当例会卓話を担当
し、８月 25 日には地区セミナーに参加しました。
▼ロータリー情報・ＩＴ委員会：八幡恭朗委員長
11 月 13 日に分区新入会員セミナーに参加、１月
24 日には担当卓話を実施しました。MY ROTARY
の登録者は 20.44％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」の見どころの紹介を実施しまた。
記事投稿は思うように進みませんでした。
▼プログラム委員会：松崎浩委員長
年間プログラムに沿って、外部から 10 人のゲスト
を招いて卓話していただきました。会員４人、新入
会員３人に卓話してもらいました。
▼親睦活動委員会：志賀康朗副委員長
会員の誕生日と結婚記念日に記念品を贈呈しまし
た。夜間例会や移動例会、親睦旅行を企画しました。
親睦コンペは予定も含め、年４回実施しました。
▼会報・広報委員会：鈴木俊哉委員長
例会ごとの会報を滞りなく発行しました。親睦活
動や奉仕活動などを会報に掲載しました。必要に応
じ、報道機関に連絡し、会の情報の新聞掲載に努め
ました。
▼出席委員会：五十嵐敦副委員長
３カ月ごとの皆勤賞を贈呈しました。出席者が一

2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

番多かったのは年度当初の例会で、37 人でした。平
均は 28 人です。平均出席率は 54％です。
▼職業奉仕委員会：黒須幸雄委員長
会員の専門知識を生かし、６月 18 日に医療創生大
で出前授業を実施します。副委員長の江尻義久さん
が講師を務めます。
▼社会奉仕委員会：野沢達也委員長
海岸林再生活動を 11 月３日と５月 11 日に実施し
ました。平一町目公園に植樹した桜の状態が、根が
盛り上がるなど芳しくありません。クラブとして整
備が必要と考えます。
▼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活動資金を寄付しました。
RYLA 研修に学生２人と参加しました。ローターア
クトクラブの復活については資金面を含め検討が必
要です。
▼国際奉仕委員会：新妻純男委員長
いわき市国際交流協会と協力し、１月 20 日に市内
の留学生との交流会を開催しました。市内在住の外
国人５人を招いて卓話をしてもらいました。
▼ロータリー財団委員会：越智正典委員長
年間の目標をほぼ達成できるところまできました。
ありがとうございました。
▼米山記念奨学会委員会：大久保健蔵委員長
本年度は、米山功労賞を阿部弘行さん、３回目と
して私、５回目として有賀行秀さんが受賞しました。
米山奨学生のプリ・ビピ君に１年間活動に参加して
もらいました。
▼関口武司会長
各委員会のみなさんの活発な活動で、本年のクラ
ブ運営が問題なく終わろうとしています。感謝の気
持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
★本日の例会案内 ６月18日（火）11：00 ～
移動例会 医療創生大出前講座
★次回の例会案内 ６月20日（木）12：30 ～
次年度第１回クラブ協議会
お食事メニュー＝フライ盛り合わせ 小鉢

「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：有賀行秀幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）・
ロータリーの目的（池田直彦会員）
・四つのテスト（鈴
木俊哉会員）
〕

⃝第 39 回 RYLA 研修会の報告書が届いています。
⃝各種行事への出欠の返事をお願いします。

委員会報告 ･ 会員報告
池田直彦会員

◆出席委員会（五十嵐敦副委員長）

鈴木俊哉会員

例会日

◆米山奨学生プリ・ビピさんに奨学金贈呈

６月６日

６月２日の親睦家族旅行に参加させ
ていただきました。初めての山形はと
ても楽しい思い出となりました。サク
ランボやバスの中でいただいたシャン
パンが美味しかったです。

基本会員数 出席者
51 名

メーキャップ数

28 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、越智正典さん、三
瓶和秀さん、森雄治さん、飯野光世さん、佐々木貢
以上９件
一さん、阿部弘行さん、志賀康朗さん。

◆米山記念奨学会委員会（大久保健蔵委員長）

★ 結婚祝

関口武司さん、有賀行秀さん、大久保健蔵さん、
志賀康朗さん、佐々木貢一さん、三瓶和秀さん、山
崎洋次さん、飯野光世さん、森雄治さん、阿部弘行
以上10件
さん。

◆インフォーマル・グループ・ミーティング

坂本

６月３日に2019－2020年度のインフ
ォ ー マ ル・ グ ル ー プ・ ミ ー テ ィ ン グ
（IGM）が開かれました。阿部弘行次年
度会長があいさつし、関口武司会長の
発声で乾杯しました。委員会ごとに活
動計画を話し合いました。

佳友さん

（５月11日）

★ 誕生祝

青木喜久男さん
（６月８日）

坂本

佳友さん
（６月８日）

大久保健蔵さん
（６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
人生 100 年時代と言いますが、今生
きている人みんなが 100 歳まで生きる
訳ではなく、74 歳の私が 100 歳まで
生きる確率は３％、女性なら 10 数％
だけだそうです。現在 25 歳ぐらいの
人は平均で 100 歳まで生きるとのこと
です。人類の平均寿命は 1840 年頃から 10 年ごとに２、
３歳ずつ伸びています。100 歳以上の人は 1963 年に
は全国で 153 人でしたが、2017 年には６万 7824 人に
なりました。アメリカの研究チームによれば、人間は
115 歳まで生きることが可能だそうです。これまでの
最高齢は 1992 年フランスで亡くなった 122 歳の人で
す。日本人で 115 歳になった方はまだ 10 人に満たな
いとのことです。みなさん、健康に留意してぜひ 115
歳まで頑張ってください。

会報・広報委員会
会報・広報委員会

◆スマイルボックス委員会（代理・飯野光世会員）
♥関口武司さん（本日の第６回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）♥山崎洋次さん（各委員長
よろしくお願いします）♥阿部弘行さん（I.G.Mご参
加ありがとうございました）♥山﨑慶一さん（親睦
旅行では大変お世話になりました）♥青木喜久男さ
ん（誕生祝ありがとうございます）♥大久保健蔵さ
ん（誕生祝ありがとうございます）♥坂本佳友さん
（結婚祝誕生祝ありがとうございます。欠席が多くも
うしわけございません）♥郡二三子さん（米沢の旅、
楽しかったです。親睦委員、三瓶さんへ感謝）


以上９件

鈴木俊哉
安田信二 三瓶和秀
関口武司

八幡恭朗
村田祐二

