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2010 年 8 月 24 日 ( 火 )　　第 12２5 回 ( 本年度 7 回 ) 例会

■点　　鐘  　 

■ロータリーソング

■四つのテスト

■お客様紹介

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

ニコニコＢＯＸ

１ 地区大会の案内状　接手

 日時 １０/１６( 土 )

 ＡＭ１１ ： ００ 会長幹事会 於 吉川屋

 日時 １０/１７( 日 )

 ＡＭ９ ： ００ 本会議 於 パルセいいざか

 登録料 １０， ０００円

２
手代木和之副委員長

湯田 （和） 君　福島中央テレビの半野様ようこそいらっしゃいませ。 メ

　ディアの裏話期待していました。 宜しくお願いします。

加藤君 （福島ＲＣ）　残暑お見舞い申し上げます。 お世話になります。

大塚君 ・ 野澤君　半野様、 本日はよろしくお願い致します。

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

演記録で聞きました。 私欲のない感動が　それなのだなと思いまし

た。

　福島県代表の聖光学院も私たちに感動と勇気を与えてくれました。

もう甲子園には、 地域格差はないのかもしれません。 来年が楽しみ

ですが、 会津勢にも　頑張ってもらいたいものです。

　最後になりますが、 先程、 臨時理事役員会で、 新入会員候補

者が承認されました。 また、 皆様へｆａｘでお伺いをいたしますので、

ぜひ、 入会のお許しを頂戴したいと思います。 お許しがいただけまし

たら、 ８月最終、 夜の例会で入会式を実施したいと思っております。

　皆様のご協力をお願いいたします。

　「毎月入会式」 必ず実行してまいります。

今後ともお世話になります。

　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。

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

我等の生業

木村 武美君

福島中央ＴＶ営業局営業部次長

半野 裕保氏

次週のプログラム　８月３1日 (火 )

ゲストスピーチ（職業奉仕委員会）

夜の例会（親睦委員会）
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地区社会奉仕委員会事業への出席と協力についてのお知らせ

 日時 １０/３( 日 ) 天神浜 ・ ホテルヴィラ猪苗代

 （ガバナー事務所）

皆様こんにちは。

先週は、 お盆の為　休会でしたので、 ２週間

ぶりの例会です。 お盆中も暑い日があり、 今

現在も残暑きびしいですが、 皆様いかがお過

ごしだったでしょうか。

各地で熱中症、 水難事故等で亡くなられた方々、 本当に残念だっ

たと思います。 ご冥福をお祈りいたします。

　さて、 お盆中、 私は高校野球にはまっていましたが、 皆さんもそ

うだったのではないでしょうか？最終的には、 沖縄興南高校が神奈

川東海大相模を破り、 春 ・ 夏連覇という結果となりました。

　興南高校が夏の甲子園初優勝というのも不思議な感じだなと思

います。 また、 キャプテンの沖縄凱旋メッセージの中で、 「この優勝

旗は、 沖縄県の全員でつかんだ優勝旗だと思います。」 と言ってお

りましたが、 鳥肌が立つ程、 感動しました。

　松下幸之助翁が、 商売繁盛の秘訣は、 高校野球を見習えと講

黒澤功委員長出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 出席率訂正

20 名 9 名 20/29＝68.96％ 80.03％



渡部伸久幹事Ｒ財団ＢＯＸ

平出君　こんにちは。 本日もお世話様になります。 兎に角暑い、 寝苦

　しいし、 疲れも取れない。 早く涼しくなってほしいものです。

岡本君　暑い日が続いています。 皆様お身体に気を付けて下さい。

黒澤君 ・ 木村 ( 武 ) 君　本日もお世話様になります。

大竹君　本日早退させて頂きます。 暑い日が続きますが、 水分を十

　分とって乗り切りましょう。

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　９月１１日 （土） 小野木会員の御子息様の結婚式おめ

　でとうございます。

野澤君　湯田和廣さんから鈴木規夫エンジョイゴルフにご協賛ありまし

　た。 ありがとうございます。

木村 （武） 君　ニコニコに同じ。

平出祐一委員長米山奨学金ＢＯＸ

渡部君　毎日暑いですね。 本日もよろしくお願い致します。

木村 （武） 君　ニコニコに同じ。

湯田 ( 和 ) 君　９月１０～１１日の第４回エンジョイゴルフイン会津大会宜

　しくお願い致します。

野澤君　暑さ尚厳しいですね。 元気を出していきましょう。

大塚君　毎日暑いですね。 お身体ご自愛下さい。

平出君　本日もお世話様になります。 たかつえスキー場の蕎麦畑がと

　っても綺麗でした。
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お知らせ・報告

◆野口雄介君よりのお知らせ

立志セミナー 「現代ビジネスマンこそ学びたい活学講座」 二宮尊徳

　日時 ： １０月２日 （土） １３ ： ００～１６ ： ３０

　会場 ： 会津大学 大講義室

　受講料 ： ２， ５００円

　皆様のお越しをお待ちしております。

◆国際奉仕セミナー報告　赤羽友一委員長

厳格な父親のもと、 高校の途

中まで会津で過ごし、 郡山に

引越し、 その後は慶應大学に

進学、 現在のＦＣＴに入社し、

以降、 東京、 仙台、 本社と

営業道を歩いてきました。

テレビの仕事を通して会津の

良さを伝えたい。

大塚会長挨拶 黒澤功君 赤羽友一君

ゲストスピーチ　紹介者 野澤幸弘君

本日のプログラム

福島中央ＴＶ営業局営業部次長
半野裕保氏 スピーチ

http://www.aizujonan-rc.comホームページリニューアルしました。

ゲスト

スピーチ

外からの血を入れてもっとより良い会津を作りたい。 京都を小会津と言

うのでなく、 会津を小京都と言うくらいの気概を持とう。 宝の山、 会津

にもっと光を当てましょう。

RENEWAL!

記　録
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