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2010 年 8 月３１日 ( 火 )　　第 12２６回 ( 本年度８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 米山記念奨学会委員会セミナー開催の案

内状　接手

 日時 １０/２( 土 )　１３時半～１６時

 場所 郡山地域職業訓練センター

 対象者 会長 ・米山奨学会委員長

３

小椋満委員長

加藤君 （福島ＲＣ）　いつも大変お世話になります。

大塚君　鹿ノ又さん御入会おめでとうございます。 鹿子田様いらっしゃ

いませ。 ごゆっくりしていって下さい。

手代木君　皆さん今晩は。 大塚会長会員増強運動をリーダーとして

力を入れている運動誠に有難うございます。 私も及ばずながら運動に

力を入れ１人でも多く入会させられるよう努力します。 皆さんも宜しくお願

いします。

平出君　今晩は。 お世話様になります。 ティラクさん、 アチニさんを宜し

くお願い致します。

渡部君 ・ 木村 ( 剛 ) 君 ・ 湯田 ( 和 ) 君　暑さに負けずにエンジョイし

ましょう。 鹿ノ又さん入会おめでとうございます。 鹿子田さん夜の例会

楽しんでいって下さい。
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幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

それでこそロータリー

木村 剛君

米山奨学生アチニさんファミリー

鹿子田正夫さん

次週のプログラム　９月７日 (火 )

夜の例会（親睦委員会）

理事・役員会／結婚・誕生祝

ロータリー情報 岡本委員長
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年次計画書　接手 （会津若松ＲＣ）

皆様、 こんばんは。

早いもので、　８月も終りとなってしまいました。

本来なら、 秋の気配を感じるところですが、

まだまだ　猛暑が続いております。 今年の猛

暑は 「スーパー猛暑」 と呼ぶそうです。

話しは、 変わりますが、 スーパー猛暑ならぬ、 スーパーコンピュー

ターの独壇場だった円周率計算を自作のパソコンで、 小数点以下

５兆桁まで計算した日本人のサラリーマンが現れました。 昨年、 フラ

ンス人が２兆７千億桁まで計算したそうですが、 それを大幅に上回

る記録です。 興味のない人には、 なんてことない話しでしょうが、

これは、 世界的なニュースになると思います。 円周率を５兆桁まで

計算する日本人がいるかと思えば、 円周率を約３で、 計算させる

日本の教育は、 なんといっていいのでしょうか？本人は、 自己満足

と言っているそうですが、 バカがつくほど、 一生懸命やる姿は、 すば

らしいと思いました。 また、 そういう日本人がまだまだ沢山いてほし

いなと、 思いました。 「がんばろう　日本人」 です。

　最後になりますが、 会津若松城南ロータリークラブのホームページ

が完全リニューアルしました。 とても見やすくきれいです。 野口会員

にがんばっていただきました。 感謝です。

　今日は、 うれしいことが続いて、 とてもいい夜です。

　今夜の親睦会も、 楽しく盛り上がりましょう。

　これで、 会長あいさつを終わります。

　ありがとうございました。

” チョー暑い”　と言うところでしょうか。 会員の皆様におかれまして

は、 このスーパー猛暑を元気よく、 乗り切ってほしいと思います。

　さて、　本日は、 新入会員の鹿ノ又薫さんの入会式です。 毎月

入会式のノルマ実行に内心” ホッ　” としております。 これから鹿ノ

又さんの若い力で、 会津若松城南ロータリークラブを増々元気にし

ていただきたいと思います。 鹿ノ又さん今後ともよろしくお願いいたし

ます。 また、 入会候補者の鹿子田正夫さんには、 本日、 体験出席

をしていただいております。

　ぜひ、 入会してお仲間になってほしいと思います。 会津若松城南

ロータリークラブは、 先輩会員から若い会員まで、 とてもバランスの

いいクラブです。 ロータリー活動が楽しくなること、　まちがいなしです。

鹿子田さんの入会を楽しみにしております。

２ 喜多方市立第一中学校インターアクトクラ

ブ認証状伝達式の案内状　接手

 日時 １０/３( 日 )　１３時～１５時半

 場所 ＪＡ会津いいで農協会館 （喜多方ＲＣ）



野澤君　明日から９月です。 元気を出して行きましょう。

若林君　皆さん今晩は。 今日は私の友人の鹿子田さんをお連れしまし

た。 ロータリーの推薦者ですので宜しくお願い致します。

安達君 ・ 黒澤君　本日もよろしく。 お世話になります。

小椋君　暑い日が続きます。 健康でロータリーに出席しましょう。
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夜 の 例 会

本日のプログラム

入 会 式

紹 介 者　野澤幸弘君

氏　　名　鹿ノ又薫君

生年月日　Ｓ４８.５.２４

　　　　　　　（３７歳）

趣　　味　サイクリング、

　　　　　旅行、 読書、 音楽鑑賞

職業分類　安全 ・防犯用品販売

事業所名　福島ミドリ安全㈱ 会津若松支店

役　　職　課長

所 在 地　市内インター西９６番地

（財） 米山記念奨学会より

米山功労者 加藤義朋君へ感謝状贈呈

米山奨学生アチニさんへ終了証授与

感謝状

贈呈

終了証

授与

カウンセラー平出祐一委員長へ感謝状贈呈

感謝状

贈呈

乾杯 ： 岡本恭宣前会長　締め ： 小椋満君
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