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2010 年１０月１２日 ( 火 )　　第 12３２回 ( 本年度１４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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幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚 修一君

我等の生業

山内 昭君

ゲストスピーカー　会津若松消防署

総務主幹兼予防係消防司令

星健司氏

次週のプログラム　１０月１６・１７日 (土・日 )

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

例会日・例会場変更

１０／１７地区大会参加　福島市：パルセ飯坂
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２０１１学年度ロータリー米山記念奨学生選

考の面接官に手代木和之会員委嘱状

３ ２０１１－２０１２年度青少年交換プログラム派

遣留学生　募集要項

４ 募集人員　８名前後　派遣１年間

１１／２７〆切 （ガバナー事務所）

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 13 名 20/31＝64.51％ 79.65％

　皆様　こんにちは。

朝晩が寒くなり、 紅葉もちらほら見えはじめ、

本格的な秋になってまいりました。 会員の皆様

には、 気温の変化に十分気をつけて、 お身体

ご自愛ください。

本日の例会は、 会津若松消防署総務主幹兼予防係長、 消防司令

の星　健司様をお招きして、 火災報知器設置についてのご講話を

頂戴いたします。 星様におかれましては、 ご多忙のところ快く、 お受

けいただきまして、 本当にありがとうございました。 本日は、 よろしく

お願いいたします。  

　さて、 先週は、 うれしいニュースが飛び込んでまいりました。 日本

人として、 ２年ぶりのノーベル化学賞に、 北海道大学名誉教授の鈴

木章さんと、 アメリカパデュー大学特別教授の根岸英一さんの受賞

がきまりました。 　理屈抜きに、 日本人がノーベル賞をとると、 いう

ことは、 本当に、 うれしいことだと思いました。  

また、 おふたりとも、 ８０才と７５才という戦後の日本経済成長の先頭

を切ってこられた年代の方々なんだなと、 感謝と感動を覚えました。

受賞の根岸英一さんのことばで、 「ノーベル賞をとるという５０年来の

夢が現実となった。」 「私は、 日本の受験地獄の支持者だ。 基礎を

叩き込んでくれたのが、 日本の教育だったから、」

「日本は、 もっとノーベル賞をとっていい」、 「若者よ、 海外に出よ。」

等が、 印象に残りましたが、 今の日本に、 そして、 私たちや若者に、

「奮起しろ！」 と言っているのだと思いました。 ですが、 今の日本政

府は、 「別に、 世界一は、 目指さなくていいんじゃないですか。」 と

モデルのような大臣が日本の頭脳をも、 仕分けしようとしていますが、

もう一度、 考え直してほしいものです。 「がんばれ、 ニッポン！！」

　話しは変わりますが、 今週の１６日 （土）、 １７日 （日） は２５３０地

区の地区大会が開催されます。 出席の皆様、 よろしくお願いいたし

ます。 今年度の私の目標スローガンは、 「ロータリー原点回帰」 で

す。 先日、 大橋ガバナーにロータリーの原点に立ち返って、 ロータリ

ーの綱領を再認識して下さいとのお言葉がありました。 本日は、 最

後にロータリー綱領を読ませていただきます。

『ロータリークラブの綱領』

ロータリーの綱領は、 有益な事業の基礎として、 奉仕の理想を鼓吹

し、 これを育成し、 特に次の各項を鼓吹、 育成することにあります。

第１　奉仕の機会として知り合いを広めること。

第２　実業および専門職業の道徳的水準を高めること。

あらゆる有用な職業は尊重されるべきであるという認識を深めること。

そしてロータリアン各自が、 職業を通じて社会に奉仕するために、

その職業を品位あらしめること。

第３　ロータリアンすべてが、 その個人生活、 職業生活および社会

生活に常に奉仕の理想を適用すること。

第４　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業人の世界的親交に

よって、 国際間の理解と親睦と平和を推進すること。

本日は、 これで会長あいさつをおわらせていただきます。

ありがとうございました。

○受

○受

○受

○受



野澤幸弘会長エレクト

手代木和之副委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

山内君　誕生祝を頂いて感謝です。

加藤君 （福島ＲＣ）　１０月５日例会にて家内の誕生祝いただきありが

とうございました。

大塚君　皆様こんにちは。 会津若松消防署星健司様本日はよろしく

お願いします。

湯田君　会津木鶏クラブ創立２０周年の記念講演会にご出席頂きま

した皆様ありがとうございました。 お陰様で大成功裏に終了すること

が出来感謝致します。

野澤君　星様いらっしゃいませ。 よろしくお願いします。

手代木君　皆さん今日は。 新会員の皆様今日は。 ロータリーの良さ

をこれから存分にお楽しみ下さい。

大竹君　大塚会長、 会員増強のご努力大変ご苦労様です。 私も

年内に一名の入会を目指し頑張ります。 みんなで盛り上げて参りま

しょう。

岡本君　本日も宜しくお願い致します。

木村 （剛） 君　皆様今日は。 今日早退します。

野澤君　お客様いらっしゃいませ。 本日もお世話様になります。

山内君　最近ＭＵが多くなりました。 務めて自クラブに出席したいと

思います。

大竹君　我が社にも、 消防団員が私を含め、 班長３名が在籍して

おります。 皆様消防団員にご理解をお願い致します。

大塚君　皆様こんにちは。 地区大会１６日、 １７日よろしくお願いします。

湯田 （和） 君　ゲストスピーカーの星様本日は宜しくお願い申し上げ

ます。

手代木君　ニコニコに同じ。

野澤君　そういえば今月は当社は防災月間です。 火の用心。

平出祐一委員長米山奨学金ＢＯＸ

山内君　昨日おせち料理のカタログが出来ました。 歳のせいか月日

の経つのが早く感じる今日この頃です。

手代木君　米山月間会員皆様で目標達成しましょう。

野澤君　また来月からテレビＣＭ入ります。 よろしくお願いします。

大塚君　皆様こんにちは。 １０／２５城南コンペで。 １１／３南 ・ 城南 ・

中央３クラブ合同コンペです。 よろしくお願いします。

湯田 （和） 君　地区大会にご参加の皆様宜しくお願いします。 お世

話になります。

平出君　本日もお世話になります。
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ゲストスピーチ

◆手代木和之君へ２０１１学年度ロータリー米山記念奨学生選考の面接

官委嘱状　会長より手渡されました

◆平出祐一米山奨学会委員長セミナー報告　１０／２

月に最低１， ０００円づつＢＯＸに寄付して下さると三年後の奨学生人数

を増やすことが出来ます。 ご協力お願い致します。

本日のプログラム・報告

会津若松消防署　総務主幹兼予防係消防司令　星健司氏

住宅用火災警報器設置義務化について

１０月５日　前回の記録

ニコニコＢＯＸ

これまで日本では、 大規模な共同住宅など一部の住宅だけ設置が義

務化されていました。 ですからクラブ員のなかにも 「もう部屋に火災警

報器はついています」 という方もいるかもしれません。 ですが、 戸建住

宅や小さなアパートでは、 ほとんど取り付けられていないのが現状です。

２００４年６月に消防法が変わり、 市町村の条例で火災警報器の設置場

所 （少なくとも寝室と、 寝室が２階などの場合は階段にも設置が必要と

なります。） などが定められました。 新築住宅は２００６年６月１日から義

務となり、 既存の住宅についてもみなさんの住んでいる市町村条例に

したがって設置の義務付けられる時期がきまります。 これからはどの家

にも火災警報器の設置が必要です。

鹿子田君、 加藤君

夫人誕生日祝い

田村君、 中村君

結婚記念祝い

猪俣君、 田村君

ご入会おめでとうございます

佐藤正 会津分区ガバナー

補佐と記念撮影
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