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2010 年 8 月１0 日 ( 火 )　　第 12２4 回 ( 本年度 6 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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渡部伸久君

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 10/29＝65.51％ 80.06％

ニコニコＢＯＸ

１ ガバナー月信　接手

( ガバナー事務所より )

２

手代木和之副委員長

加藤君 （福島ＲＣ）　お盆前です。 ご先祖様を迎えに行く予定です。

野澤君　鈴木規夫エンジョイゴルフ大分大会に参加してきました。 会津

　大会もよろしくお願いします。

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

奉仕の理想

野口 雄介君
次週のプログラム　８月１７日 (火 )

会員選考・増強・維持委員会

定款に基づく休会
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　皆様、 こんにちは。

暦のうえでは、 立秋が過ぎましたが、 猛暑き

びしい日々が続いております。 水分補給を忘

れずお身体　ご自愛ください。 また、 次週は、

お盆の為、 休会ですので、 お忘れないよう気

をつけて下さい。

週報　接手

（全国城南会）

さて、 本日　８月１０日は、 「道の日」 でございます。 国土交通省

が、 １９８６年に制定したそうですが、 大正９年のこの日、 日本初の

近代的な道路整備計画が決定されたそうです。

　私も職業柄、 各地方自治体と各業界と連携して道路美化作業を

毎年行なっております。

　本日も朝９ ： ００より道路のゴミ拾いや草むしりを実施してまいりまし

た。 この暑さの中でしたのでちょっぴり、 体重が落ちたかなと思いま

すし、 夏休みの観光客の方々へ　すこしでもきれいな会津を見てい

ただけたらと　気持ちも　清々しくなりました。

　ちなみに、 ８月１０日は、 「帽子の日」 「ハートの日」 「焼きとりの

日」 等があるそうですが、 帽子をかぶって、 奉仕作業など気持ち

よいことをして、 その後で、 焼きとりを片手にビールをいただいたら

今日を大満喫したことになるなと思いました。

　また、 道と測量は切っても切れないものですが、 日本の測量の父

伊能忠敬のお話を少しさせていただきます。 伊能忠敬は、 １７４５年

現在の千葉県九十九里町に生まれ、 酒造業で成功し、 ５０歳で家

督を長男に譲り、 それから天文学を通して測量の道へ進んだ人です。

忠敬は、 子午線一度 ： いわゆる緯度一度の長さを求めるために、

関東から東北へと北上し、 測量を始めました。 その結果子午線２８．

２里の数値を得ましたが、 実測の誤差は約１０００分の１程度であった

そうです。 当時の技術を考えると、 すごいことがわかります。

　１８０２年、 第三次測量で会津の測量も実施した分権が残っている

そうですが、 会津藩のお役人が宿まで見舞いに出向かれ、 歓迎さ

れていたようです。 その後、 「大日本沿海実測図」 完成という偉業

を達するのですが、 その大図の全体を８月１２日 （木） ～８月１６日

（月） に、 新潟市東総合スポーツセンターで、 見ることが出来ます。

チケットが１０枚ほどありますので、 興味のある方は、 お声をかけてく

ださい。 近いうちに、 会津で、 伊能忠敬大図の展覧を会津体育館

で、 実現したいと思っております。 その節には、 皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたします。

　本日の会長あいさつは、 これで、 おわらせていただきます。

　ありがとうございました。



渡部伸久幹事

平出祐一委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

渡部君　先週エンジョイゴルフイン大分に行ってきました。 いろいろ勉強

　になりました。 暑い日が続きますので、 熱中症には気を付けて下さい。

　本日もよろしくお願いいたします。

平出君　お世話様になります。 毎日毎日熱くて困っています。 運送屋

　さんが今日までの発送ですので申し訳ありませんが早退させて頂き

　ます。

大塚君　皆さんこんにちは。 本日もよろしくお願いします。

湯田 （一） 君　今月もよろしくお願い致します。

大塚君　本日は増強フォーラム開催します。 よろしくお願いします。

野澤君　大分中央ＲＣの皆様にお世話になってきました。 9 月には会

　津に来られるそうです。

湯田 ( 一 ) 君　ニコニコに同じ。

米山奨学金ＢＯＸ

野澤君　暑いです。 牛乳飲んで頑張りましょう。

大塚君　平出さん、 皆川さんよりのアチニさんへのプレゼント届けて頂

　いてありがとうございました。

平出君　本日もよろしくお願い致します。

鈴木規夫エンジョイゴルフ大分大会報告　野澤幸弘君

米山奨学生アチニさんの近況報告　平出祐一君

会員選考 ・増強 ・ 維持委員会

年代別組分けにてクラブフォーラム

本日のプログラム
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鈴木規夫エンジョイゴルフイン大分大会報告

お米を

プレゼント

8 月 6 日、 当クラブが後援する鈴

木規夫エンジョイゴルフイン会津と

同じ系列での運営である大分大会

に渡部幹事、 野澤、 皆川氏の 3人

が会津から参加しました。 前夜には

鈴木規夫プロによる講演会、 懇親

野澤幸弘君

会があり、 ジュニアたちが熱心に勉強していました。 チャリティーコンペ

の収益は大分の社会福祉のために寄付されます。 8 回目になるこの事

業は地元でも認識され。 今年は大分中央ロータリーの皆さんに温かく

迎えていただき懇親を深めることができました。 会津の大会にも大分か

ら参加される予定で、 会津と大分の交流が始まっています。

記　録

渡部幹事大塚会長挨拶

会員選考 ・増強 ・ 維持ミーティング 米山奨学生アチニさんの近況報告　平出君
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