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2010 年９月７日 ( 火 )　　第 12２７回 ( 本年度９回 ) 例会

■点　　鐘  　 

■国家斉唱

■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

渡部伸久君出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 出席率訂正

20 名 10 名 20/30＝66.66％ 81.67％

ニコニコＢＯＸ

１ ９月のプラグラム　接手 （田島ＲＣ）

２

４

小椋満委員長

大塚君　皆様こんにちは、 今月もよろしくお願いします。 先日、 北会津

地区英語弁論大会に出席してまいりました。 小椋満さんのお孫さんが入

賞されました。 おめでとうございます。

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

君が代

我等の生業

赤羽 友一君 次週のプログラム　９月１４日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

ロータリー情報 岡本委員長

会員選考・増強・維持委員会

会員増強クラブ訪問 地区会員増強委員 尾崎友良様
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ガバナー月信　接手 （ガバナー事務所）

ユネスコ協会８０周年記念講演会 ( ガバナー補佐事務所より )

幼児画展協賛の感謝状贈呈のお知らせ　接手

 日時 １１月７日 （日） １３時～　会場 ホテルニューパレス

（会津ユネスコ協会より）

　みなさま、 こんにちは。

いよいよ９月に入り、 朝晩ほんの少し、 秋の気

配を感じられますが、 まだまだ日中は、 暑い日

が続いております。 会員の皆様、 いかがお過

ごしでしょうか。

されます。

　本大会の目的は、 青少年の健全育成で、 スポーツを通して倫理

観や規律を守る事の大切さを教えることにあります。 今年度も２０名

程のジュニアが参加してくれますが、 このジュニアの中から、 将来プ

ロゴルファーが生まれると思います。 そんなことを考えるとワクワクし

てきます。 会津若松城南ロータリークラブでは、 末長く、 継続事業

として続けていきたいと思いますので、 会員の皆様今後ともご協力

よろしくお願いいたします。

　そして、 その９月１１日土曜日は、 大橋ガバナーに、 会津若松城

南ロータリークラブの名物会員と言わせた小野木国一会員のご長男

が、 めでたくご結婚される日でございます。 小野木会員には、 ご

二男が結婚されており、 もうお孫さんがいらっしゃいますが、 ご長男

の結婚は、 さらに喜びも大きいことと存じます。 小野木会員におか

れましては、 老け込まず、 ますます元気に会津若松城南ロータリー

クラブを引っ張っていただきたいと思います。 会員の皆さんで、 お祝

いに駆けつけますのでよろしくお願いいたします。 本当におめでとう

ございます。

　最後になりますが、 ９月１９日 ( 日） 早朝より、 移動例会において

滝沢山桜の手入れを実施いたしますので、 出席よろしくお願いいたし

ます。 この滝沢山桜も会津若松城南ロータリークラブが、 責任をもっ

て守って行きたいと思います。 会員の皆様には、 今後とも、 お世話

になります。 本日のあいさつは、 以上です。 ありがとうございました。

　まず初めに、 本日の理事役員会で、 先日体験出席された鹿子

田正夫さんが入会候補者に承認されました。 会員の皆様に入会の

お伺いをｆａｘ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。 入会許可がいただければ、 ７月、 ８月、 ９月と３人目の新

入会員です。 毎月入会式が着実に実現され、 会員の皆様に本当

に感謝いたします。 また、 これからも会員増強に集中してまいります

ので、 よろしくお願いいたします。

　さて、　今週末の９月１０日金曜日と９月１１日土曜日にかけて会津

若松城南ロータリークラブ後援の財団法人青少年交流振興協会主

催による２０１０年度第４回鈴木則夫エンジョイゴルフ in 会津が開催

されます。 まず９月１０日金曜日１３ ： ００よりベストゴルフ若松において

ゴルフレッスン会が行なわれます。 会長、 幹事も会場におりますの

で、 会員の皆様にぜひ、 見学に来ていただきたいと思います。

　そして本番の９月１１日土曜日は、 早朝より　メローウッドゴルフクラ

ブにおいて、 総勢　１６３名による、 チャリティーゴルフコンペが開催

３ 会津分区会長幹事会開催の案内状

接手

 日時 ９月２４日１８時～

 会場 萬花楼



湯田一盛副ＳＡＡ

松川正光副委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

加藤君 （福島ＲＣ）　１０月８日頃まで暑さが続くそうです。

岡本君　今月も宜しくお願い致します。 先日のゴルフコンペでハンディ

３１ついて優勝してしまいました。 スコアは９７でした。

湯田 ( 和 ) 君　第４回エンジョイゴルフイン会津大会もおかげ様で１６３

名のエントリーを頂き開催致します。 会員の皆様のご支援ご協力に厚く

感謝申し上げます。

松川君　今月もよろしくお願い致します。 収穫の秋！ご飯を食べてね。

景気も良くなって欲しいです。

野澤君　昨日はヤンキー先生の義家参議院議員の話しを聞いてきまし

た。 元気が出ます。

野口君　今月も宜しくお願い致します。 鹿ノ又さん、 この度は入会おめ

でとうございます。 １０月２日の立志セミナーもどうぞ宜しくお願い致します

小野木君　皆様こんにちは。 本日は所用があり、 欠席させて頂きます

又、 ９月１１日 （土） 長男の結婚式には出席宜しくお願い申し上げます。

小椋君　今日もよろしく。 ロータリーとはいいもんだ。 我が町内の鶴城

小が我がソフトクラブの練習場になっているのですが、 「ベンチ」 がなく

て困っていましたところ、 野澤さんに４個も寄付して頂くことになりました。

ロータリーとはいいもんだ。

野澤君　いよいよ鈴木規夫エンジョイゴルフが今週末です。 よろしくお願

いします。

大塚君　皆様こんにちは。 来月地区大会出席宜しくお願いします。

松川君 ・岡本君　ニコニコに同じ。

米山奨学金ＢＯＸ

渡部君　９月１日北会津英語弁論大会に会長と参加いたしました。 小

椋会員のお孫さんも入賞されました。 おめでとうございます。

大塚君　皆さんこんにちは。 滝沢山桜の手入れ９月１９日に実施します

よろしくお願いします。

松川君 ・ 岡本君　ニコニコに同じ。

理事 ・ 役員会／結婚 ・誕生祝い

Ｒ情報　岡本恭宣君

本日のプログラム

各種お知らせ

DIST. 2530R.I. ROTARY CLUB OF AIZUWAKAMATSU JONAN WEEKLY REPORT.

第３回 理事・役員会

幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２２年９月７日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　山口昭 ・山口廣会員

夫人誕生　　黒澤 ・山口 ・ 田中 ・ 小池 ・ 湯田 ( 一 ) ・ 野澤会員

結婚記念　　鈴木 (平 ) 会員

今月の当番　平出 ・松川 ・ 山内会員

重点 ＢＯＸ　ニコニコＢＯＸ

１． エンジョイゴルフ後援について

　　ジュニア参加者に送る盾を３０個用意しました。

２． 地区大会について

　　１０月１６日 宿泊先 ： 摺上亭大鳥　参加者個人負担金１万円で役

　　員会で承認いただきました。

　　１７日 地区大会８ ： ３０登録～１６ ： ００閉会

３． 夜の例会

　　親睦活動委員会を中心に入会候補者、 体験例会を予定

　　通常の夜の例会　場所 ： 会津迎賓館　時間 ： ６ ： ３０より

　　会費 ： ３， ０００円

４． 新入会員について

　　鹿子田正夫さんを新入会員候補者として理事 ・ 役員会で承認い

　　たしました。

５． 山桜の手入れ

　　第３週を例会日時 ・会場変更して、 ９月１９日 （日） 午前６ ： ３０～

　　草刈を行います。

　　草刈かま、 手袋等の準備各自でお願いいたします。 特に草刈機

　　のご協力お願いいたします。

　　終了後、 松良 （赤羽会員のお店） 朝食後解散となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上決定しました。

第１週　 ７日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・誕生祝

　　　　　　　　　　ロータリー情報 岡本委員長

第２週　１４日 ( 火 )　　会員選考 ・増強 ・ 維持委員会

　　　　　　　　　　会員増強クラブ訪問 地区会員増強委員

　　　　　　　　　　尾崎友良様

第３週　１９日 ( 日 ) 　山桜の手入れ （例会日時 ・ 会場変更）

　　　　　　　　　　午前６ ： ３０～現地集合

　　　　　　　　　　終了後、 松良で朝食

第４週　２８日 ( 火 ) 　夜の例会 (親睦委員会 )

　　　　　　　　　　入会候補者 体験出席

１ ９月のプログラム 野澤プログラム委員長

２ 協議・決定事項

◆エンジョイゴルフについて （湯田和廣君）

　日時 ： ９月１１日７ ： ３０スタート　会場 ： アルツ磐梯メローウッドＧＣ

◆立志セミナー 「二宮尊徳」 について （野口雄介君）

　日時 ： １０月２日 （土） １３ ： ００～１６ ： ３０　会場 ： 会津大学

　会費 ： ２， ５００円　講師 ： 林英臣先生

◆奈良薬師寺 「山田管主」 講演会 （鈴木裕君）

　日時 ： １０月２５日 （土） １３ ： ００～　会場 ： 喜多方プラザ

夫人結婚

誕生祝い

エンジョイゴルフについて

湯田和廣君
Ｒ情報　岡本恭宣君

いつもと違う会場にて


	20100907-1.pdf
	20100907-2

