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例会日 水曜日12：30
事務所 〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル１F　tel.024-923-0847 fax.024-939-5678 HP http://k-urb.ri2530.jp

例会場 ホテルハマツ郡山市虎丸町3-18　tel.024-935-1111
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今日で通算例会が 1000 回となりました。歴代会長が築き上げ
た賜物と思います｡S.A.A. の白岩さんにより、今日の料理は
1000 回にちなんだものだそうですので、楽しくお話をしながら
いただきたいと思います。
今日はクラブ協議会として、各委員
会の活動報告をしていただきますの
でよろしくお願いいたします。
岩山慎一さんから卆寿記念品をいた
だきました。レターボックスに配布し
ました。
例会後に 1000 回の記念写真を撮り
たいと思います。

会長挨拶 佐藤 功一 会長

　 渡邊万里子　  橋本弘幸　  飯原由香

　 佐 藤　功一▶本日はクラブ協議会です。各委員会の活動報
　　　　　    告よろしくお願いいたします。
　 鈴木かおる▶本日はクラブ協議会です。次年度への引継ぎ
　　　　　        もよろしくお願いいたします。
　 蔭山　寿一▶全国植樹祭に参加してきました。

▶開会点鐘　▶ロータリーソング「それでこそロータリー」　
▶四つのテスト唱和　飯原由香さん

プログラム／クラブ協議会　各委員長活動報告

スマイルＢＯＸ報告 津野 順子 副委員長

総　　　員　33名

出　席　率　57.58％

前回修正率　60.61％

出席報告 小林 悦子 副委員長

出席
19名

欠席
14名

通算10 0 0回例会メニュー  白岩 邦俊 S.A.A.
1000 回例会にちなんだ食事を料理長にお願いして「千切り山
芋のせ冷奴」と「豚（トン＝1000kg）の角煮」のメニューとな
りました。洒落として味わっていただきたいと思います。

■ 白岩邦俊 Ｓ．Ａ．Ａ．・副会長
座席の固定化を避けるため、時 く々じ引きによるテーブル指定
を行いました。季節感を味わえる食事を取り入れました。100
万ドルの食事を 1 回行いました。本日の 1000 回例会の食事を
工夫しました。昨年 9月6日に私、5月23日に長尾さんが卓話
をしました。
年度途中に副会長となり、5 月の台湾新竹東北ＲＣの会長交代
式で挨拶文を読み上げました。

■ 小林由拓 クラブ管理運営委員長
プログラム・出席・親睦活動・スマイルＢＯＸ委員会が熱心に
活動してくださいましたことに御礼申し上げます。

■ 采女真弓 プログラム委員長
魅力あるプログラム構成で、出席率向上と親睦が深まるように
取り組んでまいりました。担当例会では「こと」で、和食を味わ
いながら親睦を深めることができました。

■ 小林悦子 出席副委員長
担当例会に2回のゲスト卓話を行いました。

■ 渡邊万里子 親睦活動委員長
7 月に出帆式、12 月に福島グローバルＲＣとの合同クリスマス
家族会、1 月に新年会、3 月にひなまつり、4 月に新竹東北Ｒ
Ｃの皆さんをお招きして創立 22 周年記念例会を行いました。6
月の最終例会はホテルハマツで行います。

■ 津野順子 スマイルＢＯＸ副委員長
委員長の突然のご不幸がありました。5 月 30 日にゲスト卓話を
行いました。

■ 蔭山寿一 会員増強委員長
純増 2 名以上の目標でしたが、佐藤洋子さんが亡くなられ、退
会者2名となり、申し訳ございません。

■ 宮澤キヨ子 広報委員長
会報はスナップ写真を掲載した読みやすい紙面づくりに努め、
迅速に発行することができました。取材依頼を行い、郡山アー
バンＲＣ杯中学野球大会、県立聴覚支援学校への支援が新聞
に掲載されました。7月26日に私の卓話、4月18日にゲスト卓
話を行いました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

■ 渡邊万里子 ＩＴ委員長
マイロータリーの登録のために例会で説明をいたしまして、
60％ほどの方が登録されました。100％を目指したいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

■ 長尾勉 職業奉仕副委員長
15 回目の無料困り事相談会を 9月27日に行い、小林由拓さん、
松川義行さん、安中利夫さん、土田博さんと多くの会員のご協
力をいただきました。感謝申し上げます。

■ 滝田幸子 社会奉仕委員長
本日の例会前に地下駐車場でエコキャップ回収を行い、ワゴン
車 1 台分が集まりました。さらに宮﨑さんの事業所にたくさん
あるそうです。ご協力ありがとうございます。
希望ヶ丘学園と聴覚支援学校にそれぞれの希望の品物を寄贈
いたしました。
5 月 16 日に希
望ヶ丘学園副園
長のゲスト卓話
の席で、郡山市
長より感謝状を
いただきました。

■ 向山良作 国際奉仕副委員長
台湾新竹ＲＣとのグローバル補助金による水道管敷設事業はＲ
Ｉの認可遅れのため、次年度に実施することとなりました。8 月
にセレモニーを行う予定です。11 月 10 日にモンゴルの太陽の
子のコンサートを鑑賞いたしました。

■ 小林悦子 青少年奉仕委員長
第 18 回郡山アーバンＲＣ杯中学野球大会は、雨天により順延
が続きましたが、9 月 9 日に小原田中が優勝し、無事閉会式が
できました。横断幕を贈呈することもできました。4 月 16 日に
飯舘村の小学校に、福島しんたつＲＣとともにＴシャツを寄贈
しました。9月13日と5月19日にゲスト卓話を行いました。イ
ンターアクトのコホストクラブ、ローターアクトの設立準備につ
いては、再考することとなりました。

■ 松川義行 ロータリー財団委員長
新竹東北ＲＣと日月潭ＲＣとの合同の簡易水道システム事業に
関し、グローバル補助金申請手続きのお手伝いをいたしました。
ＲＩの承認をいただき、日本事務局を通じて送金が概ね完了し
ました。

■ 増子ふみえ 米山記念奨学会副委員長
10月18日と2月21日にゲスト卓話をいただきました。特別寄
付年間1万円の寄付のご協力を最終例会までお願いしていきた
いと思います。

■ 橋本弘幸 戦略計画委員長
7月19日と2月7日にパスト会長から様々な視点でのお話をい
ただきました。
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▶閉会点鐘

ロータリー財団寄付者
■鈴木かおる　■橋本弘幸　■佐藤功一

ポリオ寄付者

■宮澤キヨ子　■橋本弘幸

米山記念奨学会寄付者

■増子ふみえ　■白岩邦俊　■佐藤功一　■橋本弘幸

プログラム／クラブ協議会　各委員長活動報告

1000 回例会にちなんだ食事を料理長にお願いして「千切り山
芋のせ冷奴」と「豚（トン＝1000kg）の角煮」のメニューとな
りました。洒落として味わっていただきたいと思います。

■ 白岩邦俊 Ｓ．Ａ．Ａ．・副会長
座席の固定化を避けるため、時 く々じ引きによるテーブル指定
を行いました。季節感を味わえる食事を取り入れました。100
万ドルの食事を 1 回行いました。本日の 1000 回例会の食事を
工夫しました。昨年 9月6日に私、5月23日に長尾さんが卓話
をしました。
年度途中に副会長となり、5 月の台湾新竹東北ＲＣの会長交代
式で挨拶文を読み上げました。

■ 小林由拓 クラブ管理運営委員長
プログラム・出席・親睦活動・スマイルＢＯＸ委員会が熱心に
活動してくださいましたことに御礼申し上げます。

■ 采女真弓 プログラム委員長
魅力あるプログラム構成で、出席率向上と親睦が深まるように
取り組んでまいりました。担当例会では「こと」で、和食を味わ
いながら親睦を深めることができました。

■ 小林悦子 出席副委員長
担当例会に2回のゲスト卓話を行いました。

■ 渡邊万里子 親睦活動委員長
7 月に出帆式、12 月に福島グローバルＲＣとの合同クリスマス
家族会、1 月に新年会、3 月にひなまつり、4 月に新竹東北Ｒ
Ｃの皆さんをお招きして創立 22 周年記念例会を行いました。6
月の最終例会はホテルハマツで行います。

■ 津野順子 スマイルＢＯＸ副委員長
委員長の突然のご不幸がありました。5 月 30 日にゲスト卓話を
行いました。

■ 蔭山寿一 会員増強委員長
純増 2 名以上の目標でしたが、佐藤洋子さんが亡くなられ、退
会者2名となり、申し訳ございません。

■ 宮澤キヨ子 広報委員長
会報はスナップ写真を掲載した読みやすい紙面づくりに努め、
迅速に発行することができました。取材依頼を行い、郡山アー
バンＲＣ杯中学野球大会、県立聴覚支援学校への支援が新聞
に掲載されました。7月26日に私の卓話、4月18日にゲスト卓
話を行いました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

■ 渡邊万里子 ＩＴ委員長
マイロータリーの登録のために例会で説明をいたしまして、
60％ほどの方が登録されました。100％を目指したいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

■ 長尾勉 職業奉仕副委員長
15 回目の無料困り事相談会を 9月27日に行い、小林由拓さん、
松川義行さん、安中利夫さん、土田博さんと多くの会員のご協
力をいただきました。感謝申し上げます。

■ 滝田幸子 社会奉仕委員長
本日の例会前に地下駐車場でエコキャップ回収を行い、ワゴン
車 1 台分が集まりました。さらに宮﨑さんの事業所にたくさん
あるそうです。ご協力ありがとうございます。
希望ヶ丘学園と聴覚支援学校にそれぞれの希望の品物を寄贈
いたしました。
5 月 16 日に希
望ヶ丘学園副園
長のゲスト卓話
の席で、郡山市
長より感謝状を
いただきました。

■ 向山良作 国際奉仕副委員長
台湾新竹ＲＣとのグローバル補助金による水道管敷設事業はＲ
Ｉの認可遅れのため、次年度に実施することとなりました。8 月
にセレモニーを行う予定です。11 月 10 日にモンゴルの太陽の
子のコンサートを鑑賞いたしました。

■ 小林悦子 青少年奉仕委員長
第 18 回郡山アーバンＲＣ杯中学野球大会は、雨天により順延
が続きましたが、9 月 9 日に小原田中が優勝し、無事閉会式が
できました。横断幕を贈呈することもできました。4 月 16 日に
飯舘村の小学校に、福島しんたつＲＣとともにＴシャツを寄贈
しました。9月13日と5月19日にゲスト卓話を行いました。イ
ンターアクトのコホストクラブ、ローターアクトの設立準備につ
いては、再考することとなりました。

■ 松川義行 ロータリー財団委員長
新竹東北ＲＣと日月潭ＲＣとの合同の簡易水道システム事業に
関し、グローバル補助金申請手続きのお手伝いをいたしました。
ＲＩの承認をいただき、日本事務局を通じて送金が概ね完了し
ました。

■ 増子ふみえ 米山記念奨学会副委員長
10月18日と2月21日にゲスト卓話をいただきました。特別寄
付年間1万円の寄付のご協力を最終例会までお願いしていきた
いと思います。

■ 橋本弘幸 戦略計画委員長
7月19日と2月7日にパスト会長から様々な視点でのお話をい
ただきました。


