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2010 年９月１4 日 ( 火 )　　第 12２８回 ( 本年度１０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 第３回分区会長幹事会議案書　接手

（ガバナー補佐より）

２

手代木和之副委員長

尾関様　地区会員増強委員会委員として会員増強のお願いに上がり

ました。 よろしくお願い致します。

加藤君 （福島ＲＣ）　①エンジョイゴルフでは、 湯田 （和） 様、 松川様

に大変お世話になりました。②オノギ食品㈱雄一様のご結婚おめでとう

ございました。 盛大な披露パーティー楽しませて頂きました。

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

　さて、 今週の９月１７日は、 地区大会のゴルフコンペが、 福島市の

民報コースで開催されます。

　我が城南ロータリークラブからは、 会長、 幹事、 会長エレクト、 直

前会長の４名が代表で参加してまいります。 良いご報告が出来るよ

うがんばってまいりますので、 皆様の応援よろしくお願いします。 ゴル

フと言えば、 先々週の男子プロトーナメントで、 石川尞選手と薗田

選手との壮絶な戦いが繰り広げられました。 すさまじいプレーオフの

結果、 先にプロになった石川尞選手が勝利しましたが、 とても１８歳

と２０歳の戦いとは思えない、 すばらしいものでした。 彼らは、 高校

の先輩 ・後輩だそうですが、 天才は群で、 発生するということを証

明したのではないでしょうか。 成功の秘訣も、 成功者と群れることと

言われておりますが、 我が会津若松城南ロータリークラブも、 そんな

群れになりたいと思います。

　最後になりますが、　１９日 （日） は、 例会日変更の移動例会で、

早朝より滝沢山桜の手入れとなっております。 よろしくお願いします。

　以上で、 会長あいさつを終わります。

　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

奉仕の理想

若林 俊彦君

地区会員増強委員

尾崎友良様（会津若松南ＲＣ）

鈴木和幸様（須賀川ＲＣ）
次週のプログラム　９月１９日 (日 )

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

新入会員入会式

移動例会（山桜の手入れ）
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年次計画書　接手

（会津若松南ＲＣ）

３ 育英資金への協力お願い状　接手

（会津育英会会長　吉田眞理氏）

松川正光君出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 前回出席率訂正

20 名 11 名 20/31＝64.51％ 81.63％

　皆様、 こんにちは。

　先週の台風が過ぎ、 本格的な秋になって

まいりました。 会員の皆様におかれましては、

気温の変化に気を付けて、 この秋を満喫して

いただきたいと思います。

　さて、 先日の９月１１日は、 快晴の中、 小野木会員のご長男の結

婚式と、 エンジョイゴルフイン会津チャリティーゴルフが行われました。

次の日は、 どしゃぶりでしたので、 会津若松城南ロータリークラブは

なんと運のいい人達の集まりなんだろうと思っているのは、 私だけで

はないと思います。

　そのすばらしいクラブへ本日、 入会される鹿子田さんも、 本当に

ラッキーな方だと思います。 これから末長いお付き合いをよろしくお願

いいたします。 そして、 本日、 地区会員増強委員の尾崎様をお迎

えして会員増強についてのお話しを頂戴します。 本年度の我がクラ

ブの重点目標が、 会員増強ですので、 こんなありがたいことはござ

いません。 尾崎先生、 本日は、 よろしくお願いいたします。



渡部伸久幹事Ｒ財団ＢＯＸ

小野木君　この度は長男の婚礼にあたり、 皆様から沢山のお祝を頂き

心より感謝を申し上げます。 本日はどうしても外せない商談があり欠席

とさせていただきます。 本当にありがとうございました。

渡部君 ・ 中村君　鹿子田さん入会おめでとうございます。 これからも

よろしくお願い致します。

大塚君　皆様こんにちは。 お客様いらっしゃいませ。 本日もよろしくお願

いします。

若林君　鹿子田会員の入会を祝して。 クラブ会員の皆さん鹿子田さん

を今後とも宜しくお願いします。

野澤君　お客様いらっしゃいませ。 なんか秋になってきた感じです。 季

節の変わり目、 体調に気をつけましょう。

湯田 （和） 君　青少年育成サポートのエンジョイゴルフ大会成功裡に

終わることが出来ました。 実行委員会の皆様お疲れ様でした。 城南の

皆様感謝感謝です。

大塚君　皆様こんにちは。 先日Ｒ財団セミナーに行ってまいりました。

本日もよろしくお願いします。

野澤君　鈴木規夫エンジョイゴルフありがとうございました。 大盛況で

した。 来年もよろしくお願いします。

渡部君　尾崎様、 鈴木様いらっしゃいませ。 本日はよろしくお願いいた

します。

小野木君　ニコニコＢＯＸに同じ。

平出祐一委員長米山奨学金ＢＯＸ

渡部君　先週エンジョイゴルフ楽しくゴルフが出来ました。 練習します。

湯田 ( 和 ) 君　若松南ＲＣの尾崎様、 須賀川ＲＣの鈴木様ようこそ

いらっしゃいました。 ごゆっくりしていって下さい。

野澤君　日曜日はどしゃぶりの中ボナリでゴルフでした。 エンジョイゴル

フ土曜日にしてよかったです。

小野木君　ニコニコＢＯＸに同じ。
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お知らせ・報告

◆鈴木和幸氏 （須賀川ＲＣ） よりご案内

㈱セルクル創立９０周年記念事業

　ノエ ・ 乾　ヴァイオリン ・ リサタル

　１０月６日 （水） 會津風雅堂　１９ ： ００～

◆会員増強のポイント

クラブ会長、 会員増強委員長の

指導力と熱意で決まる！

入会しおりやパンフレットの作成

基本は 1業種 1 会員

女性会員拡大

推薦会員リストアップとアプローチ

計画

地区会員増強　尾崎友良氏スピーチ

スピーチ

◆退会防止のポイント

入会前のオリエンテーション／新入会員セミナーの実施／新会員の委員

会ポスト／地域密着奉仕活動の実践／新会員へのフォロー

記　録

入 会 式

紹 介 者　若林俊彦君

氏　　名　鹿子田正夫君

生年月日　Ｓ２０.４.３

　　　　　　　（６５歳）

趣　　味　釣り

職業分類　仏壇業

事業所名　㈲仏壇の三心堂

役　　職　代表取締役

所 在 地　市内堤町９－４３　ＴＥＬ： ０２４２-２４-５５７６

家　　族　妻 ： 澄子さん

◆エンジョイゴルフ終了のご報告　湯田和廣君

◆滝沢本陣見学デーのお知らせ　平出祐一君

　９月２６日 （日）ＰＭ１ ： ００～４ ： ００　旧滝沢本陣

　講演会　ある幕末会津藩士の 「ごはん」

　食文化研究家　平出 美穂子先生
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