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▶開会点鐘　ロータリー歌斉唱「 そ れ で こ そ ロータリー 」 四つの テスト唱和　滝田幸子 さん

滝田幸子 ▶報恩に感謝申し上げます 。
藤田弘美 ▶会長幹事、 会員の皆様お疲れ様でした 。
鈴木尚子 ▶会長幹事、 役員の皆様ご苦労様でした 。
小口憲太朗 ▶白岩会長 、 松川幹事、お疲れ様でした 。
岩山慎一　   宮﨑登志行 　  増子ふみえ 　  飯原由香
橋本弘幸 　  大山三起雄 　  渡邊万里子 　  井上 厚
佐藤功一　   向山良作 　  小林悦子

スマイルＢＯＸ報告 津野順子 委員

プログラム／役員理事退任挨拶 次期会長幹事挨拶会長挨拶 白岩邦俊 会長

　今日が通常例会の最後の日です。 役員理事退任挨拶・
次期会長幹事挨拶をよろしくお願いします。

　例会前に次年度理事会を開催し、7 月のプログラム、 会
報、 慶弔規定の見直し等について協議を行いました。

次年度理事会報告 松川義行 幹事

総　　　員　33名
出　席　率　69.70％
前回修正率　51.52％

出席報告 増子ふみえ 委員長

出席
23名

欠席
10名

メークアップ ： 藤田弘美さん

　この 1年間は緊張状態が続いておりました。予定より1年早く
会長となることとなり 、日常の中でロータリーを一番として、一
生懸命にやろうと決意しました。ＰＥＴＳに参加できなかったた
め、 ガバナーはじめ地区の各委員長が個人ＰＥＴＳという形で
講義をしてくださいました。
　多くの研修会にできる限り参加し、一生懸命に勉強しました。
そ の中でインターネットが主流となっていることに昔と の格段の
違 いを感じ、周囲の助けを借りてパソコン操作を覚えました。Ｒ
Ｉ会長から月 1 回 以上入るメールや 「ロータリーの友」を熟読
し て 、会長挨拶で取り上げました。
　ガバナー方針やＲＩ会長方針の 「公共イメージの向上」は、 
インターネットを使ってロータリー活動を広めようということでし
た。クラブの情報を 「ロータリークラブセントラル」 として 、ＲＩ 
に直接登録する方式があります。 またクラブの活動 を 「 ロータ
リーショーケース 」 で ＲＩに報告する方式があります。 グローバ
ル補助金を使った奉仕活動なども、シ ョーケースに上げれば世
界につながります。
　私たちは県立聴覚支援学校の後援会の一員として、かなり前
から活動しております。 消耗品や補聴器の贈呈な どいろいろ支
援しておりますが、後援会の一員であることを認識して今後も支
援活動を行ってほしいと思います。
　グローバル補助金を使った事業は前年度から引き続き行いま
した。前回は事業が終わればそのまま終了しま したが、 今回は 
事業終了の連絡報告の要請がありました。新竹東北区 RC との
活動で始まった事業でしたが、日月潭 RC と 彰化松柏 RC とのお
付き合いの輪が広がったことが恩恵であると思います。
　親睦活動委員会にはサプライズの思い出を作っていただきま
した。職業奉仕委員会の困り事相談会は検討の上で次年度に答
えを出していただきたいと思います。青少年奉仕委員会のロー
ターアクトは、鈴木かおるさんの努力により郡山西 RC と 共同で
行うことが決定いたしました。
　会員減少、 予算減少により、 クラブ細則の改訂を行いました。
松川さんに努力していただき、予算通りの活動ができたことを
感謝申し上げます。緊縮予算によりいろいろとご迷惑をお掛けし
ましたが、各委員会と会員の皆様 にも御礼を申し上げます。あ
りがとうございました。
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▶閉会点鐘

ロータリー財団寄付者
■小口憲太朗　■佐藤功一　■橋本弘幸

ポリオ寄付者
■橋本弘幸

米山記念奨学会寄付者

■津野順子　■滝田幸子　■増子ふみえ　■橋本弘幸
■小口憲太朗　■佐藤功一　■白岩邦俊

プログラム／役員理事退任挨拶 次期会長幹事挨拶
■ 采女真弓  会長エレクト
　1 年間学ばせていただきました。次年度もよろしくお願いい
たします。

■ 鈴木かおる  副会長
　2 度目の会長年度に向けて、采女年度も楽しく活動していき
たいと思います。

■ 松川義行  幹事
　1 年間があっという間でした。いろいろな事業や活動がありま
したが、皆様のお力のお陰でなんとかやって来ることができま
した。反省点を整理して次年度に引き継ぎたいと思います。1
年間本当にお世話になりました。

■ 長尾 勉 Ｓ．Ａ．Ａ．
　ご不満がいろいろあったことと思いますが、 皆様のご協力に
感謝いたします。

■ 佐藤功一  直前会長
　年度直前のハプニングにより、急遽の体制で白岩会長、松川
幹事は大変な苦労があったことと思います。白岩会長の繊細で
計画的で緻密な運営により、素晴らしい 1 年になったことに感
謝しております。

■ 大山三起雄  親睦活動委員長
　1年間皆さんに支えていただきありがとうございました。

■ 小林悦子  プログラム委員長
　皆様の多岐にわたる人脈や世界の広さに驚き、私自身
が楽しませていただいた1年間でした。

■ 飯原由香  広報委員長
　不慣れで皆様にいろいろご迷惑をお掛けしました。ご協力い
ただいた皆様に感謝申し上げます。

■ 土田 博 ロータリー財団委員長
　1年間のご協力に感謝いたします。引き続きご協力よろしくお
願いいたします。

■ 采女真弓  次年度会長
　自分自身のため、 ロータリーを勉強するために、一生懸命頑
張りたいと思います。3月のＰＥＴＳに始まり、地区研修会、ロー
タリーリーダーシップ研究会に参加し、ロータリーを少しずつ理
解しております。
　マーク・ダニエル・マローニー次年度 ＲＩ会長は、 アメリカ
アラバマ州の弁護士です。ＲＩテーマは「ロータリーは世界を
つなぐ」で、つながりをキーワードとしており、マーク は世界と
のつながりを表しています。入会しなければ 皆さんとつながる
ことはなかったわけで、例会に出席 して、コーヒーを飲んで一
息つきながら会話を楽しみ、 プログラムで勉強して、楽しく過ご
したいと思います。 ＲＩ指定プログラムの青少年奉仕、ローター
アクト、 ライラ、 ポリオ撲滅、ロータリー財団、藤田さんが地区
委員長の米山記念奨学会を一生懸命にやっていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 小林悦子  次年度幹事
　采女さんの「大丈夫よ」の声に励まされています。い ろいろ
お世話になることと思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

武藤　起代子
郡山市堂前町 28-10
TEL 024-944-2101

向山　良作
郡山市大槻町字上中谷地 24-5

TEL 024-952-0442

宮澤　キヨ子
郡山市富田町字行人田 15-2

TEL 024-922-6900

宮﨑　登志行
郡山市並木 3-5-3

TEL 024-934-2515


