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第 3213 例会（18号） 2020 年 11 月 12 日（木）晴

第３回クラブ協議会
▶ S.A.A 有賀行秀会場監督
年次計画についてはおおむね順調。ただしコロ
ナ対策のためテーブル数は当分増やしたままの例
会となります。
▶職業分類・会員選考委員会 志賀康朗幹事代読
現在のところ選考対象となる候補者が上がって
きておりません。
▶会員増強委員会 松﨑智弘委員長
候補者への声掛けは進めていますが、コロナの
影響か「今は時期ではない」と断られることが多
い。皆さんに会員候補者推薦の文書をお送りする
ので、11 月末までに候補者の紹介をお願いします。
▶ロータリー情報・IT 委員会 志賀幹事代読
2021 年３月２日にいわき分区の新入会員セミ
ナーが予定されています。該当する方の出席をお
願いします。
▶雑誌委員会 村田祐二副委員長
毎月、ロータリーの友の読みどころを紹介して
います。外部への寄贈も計画通り行っております。
▶プログラム委員会 森 雄治委員長
年度前半はプログラム計画通り進んでおりま
す。４月 29 日は第５回クラブ協議会の予定でし
たが祝日のため休会となります。前半は新入会員
卓話を中心に進めてきましたが、後半は外部卓話
を予定しています。
▶親睦活動委員会 伊藤盛敏委員長
観月例会をコロナに注意しながら 32 名で開催
しました。親睦ゴルフも第２回をセベバレステロ
スゴルフ場で開催しました。12 月 17 日には年忘
れ家族会をいわきワシントンホテル椿山荘で予定
しています。誕生日と結婚祝の品物が入れ替わっ
ていますが趣旨をご理解ください。
▶会報・広報委員会 志賀幹事代読
会報を例会ごとに発行しています。いわき桜と
の合同例会のカインマーニンさんの卓話の記事を
10 月 10 日付福島民報いわき版相双版に掲載しま
した。迅速な会報発行のために卓話時のデータの

2020～2021年度
国際ロータリーのテーマ

提出をお願いします。
▶スマイルボックス委員会 渡邊 有委員
11 月 12 日現在 527,000 円のご協力をいただい
ています。
▶出席委員会 軽部良一委員長
本年度毎回 30 名以上の出席を目標としていま
す。７月から９月まで平均 32 名の出席をいただ
いています。今後ともよろしくお願いします。
▶職業奉仕委員会 新田俊彦副委員長
月初めのロータリーの目的の朗読、例会ごとの
４つのテストの唱和をしています。１月 21 日は
職業奉仕月間の外部卓話を予定しています。職場
訪問例会は４月か５月に予定しています。
▶社会奉仕委員会 松崎 浩委員長
11 月の海岸林再生活動は、コロナ対策のため
に断念しています。来年春には海岸林再生活動を
行う予定ですのでご協力をお願いします。
▶青少年奉仕委員会 大久保健蔵委員長
コロナ禍で青少年との接点が作れず苦慮してい
ます。３月６～７日にライラ研修会が予定されて
います。派遣対象となる 30 歳以下の方のご紹介
をお願いします。
▶国際奉仕委員会 飯野光世委員長
11 月 21 日に留学生との交流事業の餅つきを開
催します。現在 44 名の参加です。8 時から準備
を開始して 10 時の開会となります。
▶ロータリー財団委員会 阿部弘行委員長
本日で 100 件、134,000 円のご寄付をいただい
ています。合計で 644,000 円、一人当たり 120 ド
ルになるので、あと一人 30 ドルのご寄付で目標
達成となります。
▶米山記念奨学会委員会 志賀幹事代読
時別寄付金として一人 10,000 円を目標に活動し
ています。よろしくお願いします。
▶戦略計画委員会 野沢達也委員長
クラブの長期計画を決めるうえで 70 周年を避
けては通れないので、70 周年をどのようにする
かを含めた話し合いの場を開催したいと思いま
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・ロータリーソング（我らの生業）・四つのテ
スト（松﨑智弘会員）〕

◆出席委員会（軽部良一委員長）
例会日
11 月 12 日

★ 結婚祝

基本会員数 出席者
51 名

30 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（阿部弘行委員長）
八幡恭朗さん、松﨑勉さん、越智正典さん、飯野
光世さん、森雄治さん、清水和政さん、阿部弘行さ
以上７件
ん。

松﨑 智弘さん
（10月10日）

◆米山記念奨学会委員会（代理阿部弘行会員）

村田 祐二さん
（11月17日）

八幡恭朗さん、松﨑勉さん、越智正典さん、飯野
光世さん、森雄治さん、清水和政さん、大久保健蔵
以上７件
さん。
◆雑誌委員会（村田祐二副委員長）

★ 誕生祝

○ロータリーの友見どころ読みどころ
P.16地域に貢献するロータリーの芽インターアク
ター、P.18どうなった？例会 新型コロナウイルス
感染症の影響に関するアンケートより など

軽部 良一さん
（11月18日）

松﨑 智弘さん
（11月３日）

野沢 達也さん
（11月13日）

ハッピーバースデーソング斉唱

野沢達也さんの御子息の結婚祝いが贈呈されまし
た。

◆会長挨拶ならびに報告
コロナウイルスによる感染がまた
増えてきているようです。日本医師
会の中川会長は、昨日の会見で「第
３波と考えていいのではないかと思
う」という発言をしました。
私は、商工会議所青年部にも所属
しているのですが、先日、浜松商工会議所青年部で
クラスターが発生して、注意喚起の文書が日本商工
会議所から流れてきました。それによると１次会は
フェイスシールドの着用や、座席の移動の禁止、検
温等の感染防止対策を実施しての開催だったようで
が、「反省会」と称した２次会で感染が広がったと
考えられているようです。今年は、忘年会なども縮
小傾向だと思いますが、参加する場合の感染対策は
十分に気を付けなければならないと思います。

⃝郡山 RC より会報が届きました

会報・広報委員会
会報・広報委員会

♥八幡恭朗さん（第３回クラブ協議会よろしくお願
いします）♥志賀康朗さん（クラブ協議会よろしく
お願いします）♥松﨑智弘さん（誕生日、結婚記念
日、ダブルでありがとうございます。会員拡大情報
もよろしくお願いします）♥軽部良一さん（来週11
月18日で52歳になります）♥野沢達也さん（誕生祝
ありがとうございます。58になりました）♥勝田博
志さん（結婚祝ありがとうございます）♥村田祐二
さん（結婚祝ありがとうございます）♥小野佐重喜
さん（この度の不祥事件でご迷惑をおかけ致します）
♥飯野光世さん（11月21日の交流会よろしくお願い
します）♥有賀行秀さん（クラブ協議会よろしくお
願いします）♥大久保健蔵さん（第３回クラブ協議
会ご苦労様です）♥清水和政さん（クラブ協議会宜
しくお願いします）♥中村将之さん（クラブ協議会
よろしくお願いします）♥松﨑勉さん（クラブ協議
以上14件
会宜しくお願いします）

★本日の例会案内 11月19日（木）12：30 ～
外部卓話 フリーパーソナリティ ベティ様
お食事メニュー＝海老マカロニグラタン
★次回の例会案内 11月26日（木）12：30 ～
会員卓話 ㈱福島民報社取締役いわき支社長
浜通り創生局長 鞍田 炎会員
お食事メニュー＝真鯛のバター焼き
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安田信二
炎
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勉

八幡恭朗
加賀広美

