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2020－21 年度の国際ロータリー
会長は、ドイツのホルガー・クナー
ク氏が務めています。クナーク会
長が選んだ国際ロータリーのテー
マが、
「ロータリーは機会の扉を開
く」です。
これを受けて、第 2530 地区石黒
八幡 恭朗 会長
秀司ガバナーは以下の地区重点活
動目標を掲げました。
★ ONE ISSUE は、会員増強と会員基盤・クラブ
基盤の向上
１．例 会重点主義で、例会出席者の純増・出席率
を高める。（内なる会員基盤・クラブ基盤向上）
２．会員増強目標 2,530 名（女性・40 歳以下 253 名）
３．福島職業宣言成文化
４．青少年ショート交換事業実施への研究
５．横断的な委員会ジョイントでの活動の強化
６．ロータリー賞への挑戦
７．ロータリー財団への理解と活用
８．米山記念奨学会への協力
これらをふまえて、2020－21 年度のいわき平ロー
タリークラブは次の目標を掲げます。
①会員の増強
 継続的なロータリー活動のためには会員増強
は欠かせません。今年度は 3 名の純増を目標と
して会員増強に努めます。
②例会出席率の向上
 プログラム委員会、出席委員会と連携し、ク
ラブの活動の基盤となる例会への出席を促しま
す。毎回 30 名以上の出席を目標とします。
③ロータリー財団への理解と協力
 年次基金として、年間一人 150 ドルの寄付を
お願いします。
④米山記念奨学会への協力
 普 通 寄 付 と 特 別 寄 付 を 合 わ せ て、 年 間 一 人
15,000 円の寄付をお願いします。

2020～2021年度
国際ロータリーのテーマ

⑤ My ROTARY への登録の促進
 今年の PETS は、コロナウイルスの影響によ
り動画とインターネットを利用した研修となり、
そこで、改めて My ROTARY を使う機会があり
ました。使ってみないとわからない便利さに気
づくことができました。皆さんにも登録してい
ただいて、まずは、触ってみていただきたいと
思います。
⑥地域社会への奉仕活動の実践
 東日本大震災から 10 年が過ぎようとしていま
す。私たちも参加してきた海岸林再生活動も徐々
に松林が育っています。今年も継続してこの活
動に参加していきます。
新型コロナウイルスの影響がまだ続いています。
今後も、不測の事態が起きる可能性もありますが、
臨機応変に対応していきます。
ホルガー・クナーク会長はメッセージの中で、
「ロー
タリアンとして、ロータリーにとってのこの素晴ら
しい時にリーダーの役割を務められることは幸いで
す。私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのた
めに機会の扉を開いています。
」と述べています。自
分たちの活動が、この社会の中で何かの役に立って
いることに誇りを感じながら、一年間努めて参りま
す。どうぞよろしくお願いします。
2020－2021 年度の幹事を仰せつ
かりました志賀です。
幹事とは、もっとしっかり人、
きっちりした人がなるものだと
思っていましたので、私で大丈夫？
という思いもありますが、これを
きっかけに、自己研鑽を積み、成
志賀 康朗 幹事
長できたらと思っています。
八幡会長のもと、いわき平ロータリークラブの発
展のため、精一杯務めさせて頂きます。
合わせて、皆様のご指導、ご協力をよろしくお願
いいたします。

「ロータリーは機会の扉を開く」
Rotary Opens Opportunities

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
司 会：志賀康朗幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我らの生業）・
ロータリーの目的（八幡恭朗会長）
・四つのテスト（志
賀康朗幹事）
〕

◆転勤挨拶

東邦銀行いわき営業部部長

石井

隆幸
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◆後任挨拶



東邦銀行いわき営業部部長

小野佐重喜

◆入 会 式

会員

福島テレビ支社長 岡田健太郎 会員

◆会長挨拶ならびに報告
梅雨らしいといっていいような、か
らっとしない天気が続いています。さ
らにマスクがうっとうしさを増してい
ますが、いまは仕方がないとあきらめ
てマスクを着けたまま話をさせていた
だきます。
昨年の 12 月に会長エレクトになりまして、それか
らあっという間に半年が過ぎた気がします。特に 6
月に入ってからは、ばたばたとこの日を迎えました。
今年度は、コロナの影響で、PETS も地区研修協議会
も画面上のやり取りになりました。半年前には、オ
ンライン会議など、あまり考えることもなかったこ
とが、当たり前になりつつあり、この半年での変化
のすごさに戸惑うことも多いですが、変化を受け入
れつつ頑張っていきたいと思います。

♥八幡恭朗さん（新年度がスタートします。１年間
よろしくお願いします）♥志賀康朗さん（皆様１年
間よろしくお願い致します）♥阿部弘行さん（八幡
丸の船出を祝して!!）♥佐々木貢一さん（八幡会長、
志賀幹事１年間がんばってください）♥岡田健太郎
さん（新入会の岡田です。よろしくお願いします）
♥山野辺倉平さん（八幡会長、志賀幹事１年間宜し
くお願いします）♥新田俊彦さん（八幡会長、志賀
幹事の船出を祝して。年間皆勤賞ありがとうござい
ます）♥新妻純男さん（八幡会長、志賀幹事の１年
間の御健闘をお祈りします。年間皆出席賞ありがと
うございます）♥鈴木弘康さん（八幡会長、志賀幹
事の門出を祝って）♥山﨑慶一さん（新年度の発足
を祝して）♥新城美樹雄さん（八幡会長よろしくお
願いします）♥小野寺順正さん（八幡年度を祝して）
♥清水和政さん（新会長、幹事、宜しくお願いします）
♥飯野光世さん（八幡・志賀丸の出航を祝して）♥
大久保健蔵さん（八幡、志賀年度第１回例会おめで
とうございます。１年間がんばってください）♥軽
部良一さん（八幡会長、志賀幹事１年間よろしくお
願いします）♥松﨑倫久さん（八幡会長、志賀幹事
１年間よろしく）♥関口武司さん（八幡会長、志賀
幹事の舟出を祝して）♥有賀行秀さん（新年度八幡
会長、志賀幹事の船出を祝して）♥伊藤盛敏さん（八
幡・志賀丸の出船を祝って。皆出席賞ありがとうご
ざいました）♥三瓶和秀さん（八幡会長、志賀幹事
の船出を祝しまして）♥鈴木東雄さん（八幡・志賀
丸の出発を祝して）♥渡辺有さん（会長幹事の船出
を祝して）♥中村将之さん（新年度宜しくお願いし
ます）♥越智正典さん（本年もよろしくご指導お願
いいたします）♥松崎浩さん（会長幹事の船出を祝っ
て）♥松﨑勉さん（会長幹事の船出を祝して）♥石
井隆幸さん（通算で２年９カ月お世話になり、あり
がとうございました）♥郡二三子さん（八幡年度ス
タートです。１年間宜しくお願い致します）
 以上29名

◆幹事報告
⃝ 7 月のロータリーレートは 1 ドル 107 円
⃝ 2019－2020 年度ガバナーより終了御礼のメッセー
ジが届きました
⃝ 2021 年度国際大会（台湾）へのご案内が届きました
★本日の例会案内 ７月９日（木）12：30 ～
第１回クラブ協議会
お食事メニュー＝目鯛のポワレ和風ソース

◆出席委員会（軽部良一委員長）
例会日
７月２日

基本会員数 出席者
48 名

36 名

メーキャップ数
―

会報・広報委員会
会報・広報委員会

★次回の例会案内 ７月16日（木）12：30 ～
会員卓話 松村耕三会員
お食事メニュー＝海老のチリソース
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八幡恭朗
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