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2010 年 10 月 5 日 ( 火 )　　第 1231 回 ( 本年度 13 回 ) 例会

■点　　鐘  　 

■国家斉唱

■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

黒澤功委員長出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 前回出席率訂正

20 名 11 名 20/31＝64.51％ 80.01％

１ 例会変更のお知らせ

２

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

君が代

奉仕の理想

木村 武美君

会津分区ガバナー補佐 佐藤 正氏
次週のプログラム　１０月１２日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝／新会員入会式

会津分区ガバナー補佐クラブ訪問

職業奉仕委員会　会津若松消防署

総務主幹兼予防係　消防指令　星健司様
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地区指導者育成セミナー開催のお知らせ

　皆様　こんにちは。

先週は、 天栄村湯本が震源地である地震に

不安な週でしたが、 会員皆様におかれまして

は、 いかがお過ごしだったでしょうか。 そんな

中、 １０月第一週目の週末は、 ロータリー行事

３ ガバナー月信Ｎｏ.４

が沢山ございました。

　まず、 １０月２日 （土） は、 会津若松城南ロータリークラブ協賛に

よる林英臣先生の 「立志セミナー」 が会津大学大講義室で開催さ

れました。 野口新会員を中心とした城南ロータリーの会員の皆様の

ご協力とご参加、 ありがとうございました。 また、 市民の皆様のご

参加にも感謝いたします。 なお、 立志セミナー協賛につきましては、

過日の理事役員会で承認いただきましたが、 大橋ガバナー直々に

よります、 たってのお願いでしたので、 会員の皆様のご理解、 ご協

力、 よろしくお願いいたします。

　そして、 同じ日の９月２日、 郡山では、 地区米山記念奨学会の

セミナーが実施されました。 平出米山委員長出席ありがとうござい

ました。 後日、 報告があると思います。 また、 先程の理事役員会

におきまして、 米山記念奨学会の普通寄付金を年間１人４０００円か

ら５０００円にすることが決まりました。 会員の皆様にご理解いただき、

ご報告とさせていただきます。 そして、 次の日の日曜日９月３日は、

地区社会奉仕委員会によります 「環境美化ボランティア活動と講演

会及び　シンポジウム」 が開催され、 鈴木裕　社会奉仕委員長に、

出席していただきました。 後ほど、 鈴木裕委員長より、 報告がある

と思いますので、 よろしくお願いいたします。 また、 同じ日９月３日喜

多方では、 喜多方ロータリークラブによります、 喜多方一中インター

アクトクラブへの認証状伝達式が行なわれ、 わがクラブより会長 ・幹

事が出席してまいりました。

　単独公立中学校としては、 世界で初めてのインターアクトクラブ結

成という、 すばらしい場に、 立ち合わせていただきました。 この中学

生会員の中から、 次世代を担うロータリアンが生まれることをご期待

申し上げます。

　さて、 本日は、 佐藤正ガバナー補佐のクラブ訪問にあわせて、

田村昭夫さんと猪俣和則さん２名の新会員の入会式を実施いたしま

す。 本日、 このようなすばらしい入会式が行なえることを佐藤ガバナ

ー補佐はじめ、 会員の皆様へ本当に、 感謝申し上げます。

また、 ７４才の田村さんと、 ３６才の猪俣さんにおかれましては、 人

生の大先輩とこれからの若者とが、 同期入会できるという、 ロータ

リークラブならではの感動的なものだと思います。 私の好きな言葉に

「生涯現役」 という言葉がありますが、 田村さんの勉強したいという

心が、 すばらしいと思いますし、 猪俣さんの新しい世界へ、 チャレン

ジしようと思う心も、 すばらしいことだと思います。 これからも、 お２人

で、 会津若松城南ロータリークラブを、 盛り上げて行っていただきた

いと思います。 今後も、 よろしくお願いいたします。

　最後になりますが、 今後の行事参加のお願いをいたします。 まず、

１０月１６日、 １７日の土曜日と日曜日に、 福島で、 ２５３０地区の地区

大会が開催されます。 １６日 （土） の夜は、 城南ロータリー大懇親

会を計画しておりますし、 １７日 （日） だけの地区大会参加でも結構

でございます。 大勢の参加をお待ちしております。 また、 １１月に入り

ますと、 本日、 お越しの佐藤正ガバナー補佐主催の、 会津分区ＩＭ

が、 １１月２１日 （日） に猪苗代で開催されます。 会津若松城南ロー

タリークラブからは、 パネラーで、 野澤会長エレクトが参加しますので、

会員全員で出席したいと思います。 会員皆様　よろしくお願いいたし

ます。 本日の会長あいさつは、 以上とさせていただきます。

ありがとうございました。

○受
○受

○受



田中益成委員長

小野木國一ＳＡＡ

Ｒ財団ＢＯＸ

小池君　お客様いらっしゃいませ。

加藤君　本クラブ例会２回連続欠席しました。 ９月３０日ある会での

卓話で大塚会長 ・ 小野木会員 ・ 若林会員ありがとうございました。

中村君　結婚記念日でしたね。 有難うございます。 目の前の事ば

かり考えていて忘れておりました。

野澤君　佐藤ガバナー補佐いらっしゃいませ。 本日はよろしくお願い

します。 １０月も元気出していきましょう。

湯田 （和） 君　晴れて入会されました。 田村様、 猪俣様おめでと

うございます。 一緒にロータリーをエンジョイいたしましょう。

安達君　本日もよろしくお願いします。

田中君　佐藤ガバナー補佐本日はご苦労様です。 宜しくご指導を

お願いします。

野口君　１０月２日の立志セミナーは皆様のご協力により１２０名のご

参加を頂きました。 心より御礼申し上げます。 今後もどうぞ宜しくお

願い致します。 また、 猪俣さん田村さんご入会おめでとうございます。

大塚君　皆様こんにちは。 今月もよろしくお願いします。 田村さん、

猪俣さんご入会おめでとうございます。 佐藤ガバナー補佐よろしくお

願い致します。

黒澤君　皆様こんにちは。 猪俣さん、 田村さん入会おめでとうござ

います。 本日もよろしく！

大塚君　皆様こんにちは。 今月は地区大会です。 参加よろしくお願

いします。

野澤君　田村さん、 猪俣さん入会おめでとうございます。

湯田 （和） 君　佐藤ガバナー補佐来訪いただきありがとうございま

す。 ご指導宜しくお願い致します。

小池君　いつも遅れて申し訳ありません。

田中君　ニコニコに同じ。

米山奨学金ＢＯＸ

小池君　大塚会長頑張って下さい。

野澤君　函館２号店の漁火店開店しました。 ありがとうございます。

大塚君　皆様こんにちは。 来月は会津分区のＩＭです。 参加よろしく

お願いします。

湯田 （和） 君　二宮尊徳の講演ありがとうございました。 又来る１０

月９日今週土曜日にワシントンホテルで開催の講演会にも皆さん是非

共聞いてほしいです。

田中君　ニコニコに同じ。

会津分区ガバナー補佐　佐藤正氏訪問
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第３回 理事・役員会

幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２２年１０月５日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　小椋 ・遠藤 ・ 大竹 ・ 湯田 （一） 会員

夫人誕生　　平出 ・加藤 ・ 鹿子田会員

結婚記念　　中村 ・湯田 （一） ・ 田村会員

今月の当番　山口 ・湯田 （和） ・ 湯田 （一） 会員

重点 ＢＯＸ　米山記念奨学会

第１週　 ５日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・誕生祝

　　　　　　　　　　新会員入会式

　　　　　　　　　　会津分区ガバナー補佐クラブ訪問

１ １０月のプログラム 野澤プログラム委員長

２ 協議・決定事項

猪苗代湖水草回収作業協力の

お礼と経過報告

ニコニコＢＯＸ 手代木和之委員長
第２週　１２日 ( 火 )　　職業奉仕委員会

　　　　　　　　　　会津若松消防署　総務主幹兼予防係

　　　　　　　　　　消防司令　星健司様

第３週　１６～１７日 （土 ・ 日）　例会日 ・ 例会場変更

　　　　　　　　　　１０/１７ 地区大会参加 福島市パルセ飯坂

第４週　２６日 （火）　　夜の例会 （親睦委員会）

１． 地区大会について

２． 米山記念奨学会事業推進依頼について

３． 林英臣先生セミナー協賛金について

４． その他

入 会 式

紹 介 者　手代木和之君

氏　　名　田村昭夫君

生年月日　Ｓ１１年８月２８日

　　　　　（７４歳）

趣　　味　旅行

職業分類　科学技術者

事業所名　フロイデ樹脂成形研究所

役　　職　所長

所 在 地　市内相生町４－１５　ＴＥＬ： ０２４２-２２－０５０６

家　　族　妻 ： 昭子さん　長男 ： 友康さん

佐藤ガバナー補佐より

新入会員にだるまを頂きました

入 会 式

紹 介 者　大塚修一君

氏　　名　猪俣和則君

生年月日　Ｓ４８年１２月２２日

　　　　　（３６歳）

趣　　味　スポーツ ・ 読書

職業分類　保険業

事業所名　ＡＩＧエジソン生命保険㈱

所 在 地　市内インター西８８　ＴＥＬ： ０２４２-２２－０５０６

家　　族　祖母 ・父 ・ 母
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