
Jonan
Rotary
J

Rotary
onan 会長／大塚修一　幹事／渡部伸久

広報・クラブ会報委員会
 ／遠藤憲治・山口廣

例会日／火曜日 12:30 ～ 13:30
例会場／会津若松駅前 会津迎賓館
 tel.0242(25)3311
事務所／会津若松市追手町 3-24
 tel.0242(29)5866
 fax.0242(38)2895
URL　http://www.aizujonan-rc.comWeekly Report

2010 年 7 月２０日 ( 火 )　　第 12２１回 ( 本年度３回 ) 例会

■点　　鐘  　 

■ロータリーソング

■四つのテスト

本日のプログラム

会長挨拶 大塚修一君
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黒澤功委員長出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 出席率訂正

19 名 10 名 19/29＝65.55％ 80.01％

ニコニコＢＯＸ 手代木副委員長

大塚君　皆様こんにちは。 先週のガバナー公式訪問はありがとうござ

　いました。

加藤君 ( 福島ＲＣ)　夏らしく暑くなってまいりました。

渡部君　暑い日が続きますが体調を壊さないようにしたいです。 本日

　もよろしくお願いいたします。

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

　大雨洪水時には、 大塚の会社は、 今頃、 阿賀川で仕事してる

なぁと、 思い出していただければ幸いです。 日夜、 市民の安全安

心の為に、 戦っております。 今後とも、 よろしくお願いします。

　さて、 話は変わりますが、 先週のガバナー公式訪問は、 お疲れ

様でした。 ガバナーからも、 ガバナー補佐からも、 城南の例会をと

ても、 褒めていただきました。 皆様、 本当にありがとうございました。

これで本年度の公式行事の３０％が終わりましたが、 私的には、 半

分は、 終わったものと思っております。 しかし、 本年度の第一目標

は、 会員増強ですので、 まだまだ、 油断しないで下さい。

　今度の公式行事としましては、 １０月１６日 （土）、 １７日 （日） の

地区大会、 １１月２１日 （日） の会津分区インターシティーミーティン

グです。 皆様、 さっそく手帳へ、 予定を記入しておいていただけれ

ば幸いです。

　来週は、 親睦委員会のプログラムで暑気払いを計画しております

ので、 皆様の出席をお願いいたします。

　本日の会長あいさつは、 以上といたします。

　ありがとうございました。

委 員 会 報 告

大塚 修一君

それでこそロータリー

岡本恭宣君

次週のプログラム　７月２７日 (火 )

会員選考・増強・維持委員会　山口廣委員長

予算発表

夜の例会 (暑気払い )親睦委員会
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　皆様、 こんにちは。

　先日の土曜日に東北地方も梅雨明け宣言

されましたが、 日本各地で、 水害、 土砂災

害、 水難事故等で犠牲者がたくさんでました。

お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りい

たします。

　そこで、 水害の関係で、 我社の仕事を１つ紹介させていただきま

す。 国土交通省、 北陸整備局阿賀川河川事務所より発注の阿賀

川流量観測作業という業務を１年間の契約で受注しております。 業

務内容は阿賀川の各地点の水位 （川面の高さ） と流量を定期的

に観測する低水流量観測と、 大雨で水位が高くなった時に水位と

流量を観測する高水流量観測という作業です。

　この２つの観測データを１年間積上げて、 水位と流量との関係曲

線データを作ります。 そのデータを、 また２０年以上積上げてきた

コンピューターのデータベースに入力し、 大雨の時の大川ダムの放

流量決定に使われるのです。

湯田 ( 和 ) 君　第４回エンジョイゴルフイン会津大会、 ９月１１日 ( 土 )

　に決定しました。 青少年育成の為にも皆さんこぞっての参加お願いし

　ます。

岡本君　梅雨明けしまして気持ちのよい夏がやってきました。

野澤君　暑いですね。 今日もよろしくお願いします。

小野木國一 S.A.AＲ財団ＢＯＸ

湯田 ( 和 ) 君　梅雨が明けて暑くなってきました。 夏バテしないように

　皆さん体調管理に気をつけましょう。

大塚君　皆様こんにちは。 来週の暑気払い出席よろしくお願いします。



松川正光副委員長米山奨学金ＢＯＸ

加藤君 ( 福島ＲＣ)　中国米山学友会総会に参加し感動を受けてきま

　した。

大塚君　皆様こんにちは。 会員増強よろしくお願いします。

湯田 ( 和 ) 君　野口君、 この度は入会おめでとうございました。 ロー

　タリーを一緒にエンジョイしましょう。
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９月１０日 ( 金 )　

レッスン大会　１８ ： ３０～２０ ： ３０

　於 ： ベストゴルフ若松

　　会津若松市門田町大字飯寺字上川原１３８－２

　　ＴＥＬ． ０２４２－２９－３４３４

９月１１日 ( 土 )

鈴木規夫エンジョイゴルフ イン 会津大会　７ ： ３０スタート

　於 ： アルツ磐梯メローウッドゴルフクラブ

　　耶麻郡磐梯町大字更科字清水平６８３８番地６８

　　ＴＥＬ． ０２４２－７４－５０５０

表彰式　１８ ： ００～２０ ： ００

　於 ： ルネッサンス中の島

　　会津若松市上町２－３８

　　ＴＥＬ． ０２４２－２４－５１５１

本日のプログラム

◎２０１０～２０１１年度予算発表　会計　湯田和廣君

◎鈴木規夫エンジョイゴルフイン会津大会

　(財 ) 青少年交流振興協会当クラブ後援 ・協力

記 録

大塚会長 渡部幹事 鈴木 (裕 ) 会員

黒澤会員

湯田 (和 ) 会員

小野木会員 松川会員
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