
Jonan
Rotary
J

Rotary
onan 会長／大塚修一　幹事／渡部伸久

広報・クラブ会報委員会
 ／遠藤憲治・山口廣

例会日／火曜日 12:30 ～ 13:30
例会場／会津若松駅前 会津迎賓館
 tel.0242(25)3311
事務所／会津若松市追手町 3-24
 tel.0242(29)5866
 fax.0242(38)2895
URL　http://www.aizujonan-rc.comWeekly Report

2010 年 11 月２日 ( 火 )　　第 123５回 ( 本年度 1７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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野澤幸弘君

手代木和之副委員長出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 前回出席率訂正

21 名 12 名 21/33＝63.63％ 79.64％

１ 例会変更のお知らせ （受）

１１/１５ （月）ＰＭ６ ： ００　於 ： ホテルニューパレス

そば会　１１/２２→１１/２１ （日）ＩＭに変更

（会津若松南ＲＣ）

１１/１７→１１/２１ （日）ＩＭに変更

（会津若松ＲＣ）

第４回分区会長幹事会開催のお知らせ （受） 日時 ： １１月５日 （金）

１７ ： ４０～　於 ： 生粋 （会津分区ガバナー補佐　佐藤正氏）

２

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

大塚 修一君

君が代

奉仕の理想

鹿ノ又 薫君
次週のプログラム　１１月９日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

会員スピーチ　木村剛会員・平出祐一会員

城南ロータリークラブホームページ観覧等説明会

野口雄介会員（広報・クラブ会報委員会）
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皆様、 こんにちは。

早いもので、 もう１１月に入ってまいりました。 あ

と２ヵ月で今年も終わってしまいます。 寒さも厳

しくなってまいりますので、 会員の皆様におかれ

ましてはお身体に十分気をつけてお過ごしくだ

３

さい。

　さて、 先日の１０月３１日 （日） に猪苗代湖天神浜におきまして、

猪苗代湖水質浄化の為の水草除去作業に会長、 幹事、 若林環境

保全委員長と鹿ノ又会員の４名で参加してまいりました。

　作業前に猪苗代湖水環境研究協議会の中村先生の説明があり

ましたが、 現在の猪苗代湖は花びんに入れた切花が古くなって臭い

と濁りが出て来ている状態だと、 解りやすくお話をいただきました。

　当日は前日の台風の影響で、 湖岸に多くの水草が打ち上げられ

ていましたが、 総勢 60 名で約１時間半にわたり一生懸命に作業を

してまいりました。 地道な作業ですが継続することが美しい水環境

を取り戻すための一番の近道だと思います。 これからも協力してい

かなければならないなと感じました。

　なお、 猪苗代湖の豆知識です。

面積は 103.3km2、 福島県の面積が 13,782.75km2 ですので、 福島

県全体の約 133 分の 1 になります。 東京ドームと比べると、 猪苗代

湖に約 2,200 個の東京ドームが入ることになります。 若林委員長の

リクエストでした。

　話は変わりますが、 今月の１１月２１日は猪苗代リステルにおいて会

津分区のＩM が開催されます。 会員相互の親睦を深めるためにも、

木村親睦委員長はじめパスト会長の皆様に積極的に参加していただ

いて、 新会員の皆様にご指導等を頂戴したいと思います。

　前より申し上げておりますが、 会津若松城南ロータリークラブは先

輩会員から若手会員まで大変バランスのよいクラブだと思っておりま

すし、 先輩方のご理解心は他のクラブにないすばらしいものだと感じ

ております。 是非、 より一層親睦を深めてよりよい城南ロータリーク

ラブにしていきたいと思いますので、 会員皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。

　最後になりますが、 大阪城南ロータリークラブの畑田豊様よりお礼

状が届きました。 内容は、 城南会会長１０年勤続を全国城南会より

表彰されたことに対する御礼です。

表彰の盾には昨年度の年号ですので、 会津若松城南ロータリーク

ラブの名前も連記してありました。

　畑田会長さんに大阪の町を案内していただいたことを思い出しま

す。 なお、 表彰のお祝状は前城南会担当の手代木会員との連名

で、 会長より送らせていただきました。

皆様にご報告いたします。

　本日の会長あいさつは以上とさせていただきます。

１１/１６→１１/２１ （日）ＩＭに変更　１１/３０ （火） 新そば会　於 ： 富じ亭

（田島ＲＣ）

「クラブ概要編」 ルール変更のお知らせ （受）

（地区史編集委員長　阿久津肇氏）

４ 全国城南会１０年間の功労に対し畑田前会長に表彰のお知らせ

（受）　（大阪城南ＲＣ　畑田豊氏）



大竹康美君

平出祐一委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

大塚君　皆様こんにちは。 今月もよろしくお願いします。

加藤君　よろしくお願いします。 早退します。

大竹君　あっという間に 11 月です。 まだまだ新会員が増えそうな予

感です。 力を合わせて頑張りましょう。

野澤君　クラブのホームページ見たらすごく良くなっていました。 野口

さんありがとう！！

安達君 ・ 手代木君 ・ 平出君　本日もよろしくお願い致します。 大分

寒くなってきました。

湯田 （和） 君　理事役員会に欠席して申し訳御座いませんでした。

11 月も宜しくお願い致します。

渡部君　申し訳御座いません。 本日、 早退致します。 今月も宜しく

お願い致します。

湯田 （和） 君　明日の南ＲＣと中央ＲＣとの３クラブ合同のコンペお

世話になります。 楽しくやりましょう。

野澤君　風邪引かないように気をつけましょう。

大塚君　明日３日は３クラブ合同ゴルフコンペです。 よろしくお願いし

ます。

手代木君　ニコニコＢＯＸに同じ。

米山奨学金ＢＯＸ

木村 （剛） 君　誕生プレゼントありがとうございます。 今日は元気

で健康な経営ということで健康教室をやります。

野澤君　余市通ってきました。 北海道は今年は紅葉しなかったそう

です。

手代木君　１０月米山月間に続き、 今月もよろしくご協力願います。

大塚君　今月２１日はリステル猪苗代でＩＭが開催されます。 よろ

しくお願いします。

湯田 （和） 君　ＩＭ大会全員で出席致しましょう。

平出君　米山奨学委員会に協力下さいますようお願い申し上げます

健康教室　木村剛君
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第５回 理事・役員会

幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２２年１１月２日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　黒澤功 ・木村剛会員

夫人誕生　　鈴木 （平） 会員

結婚記念　　木村 （武） ・ 木本 ・ 木村 （剛） ・ 鹿子田会員

今月の当番　若林 ・渡部 ・ 赤羽会員

重点 ＢＯＸ　ロータリー財団

第１週　 ２日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・誕生祝

　　　　　　　　　　会員スピーチ　木村剛会員 ・平出祐一会員

第２週　９日 ( 火 )　　城南ＲＣホームページ観覧等説明会

　　　　　　　　　　野口雄介会員 （広報 ・ クラブ会報委員会）

第３週　２１日 （日）　　例会日 ・ 例会場変更

　　　　　　　　　　１１/２１会津地区ＩＭ参加 場所 ： リステル猪苗代

　　　　　　　　　　時間 ： １３時～１８時３０分

第４週　２３日 （火）　　定款に基づく休会

第５週　３０日 （火）　　夜の例会 （親睦委員会）

　　　　　　　　　　新会員入会式

１ １１月のプログラム 野澤プログラム委員長

２ 協議・決定事項

ニコニコＢＯＸ 黒澤功委員長

１． 会津地区ＩＭについて

　当日、 野澤会員がパネリストとして参加いたします。

　貸切バスを手配して移動いたします。 （中央さんと合同で計画）

２． 夜の例会について

　場所 ： 会津迎賓館　時間 ： ６時３０分より　会費 ： ３， ０００円

　新そばを出していただきます。 アチニさん家族がいらっしゃいます。

３． 新入会員オリエンテーション

　新会員のかたが増えたのと、 現会員の方も再確認のため勉強会を

　開催いたします。 日時は決定後お知らせいたします。

会員スピーチ　平出祐一君

「カウンセラーを引き受けて」

平成２２年４月から９月までの６ヶ月間、 米山奨

学金のカウンセラーを引き受けました。 留学生

は女性で彼女の名前はバスナーヤケ ・ アチニ ・

インデイラ ・ クマリさんで、 出身はスリランカです

彼女は、 スリランカの大学を卒業し、 より高い情

報処理の勉強をするために、 ３年前に結婚した

テイラクさんと日本に留学し会津大学コンピュー

ター学科修士課程と博士課程に入学し、 現在

に至っています。 今年の３月には可愛い女の子を出産し、 勉学と育児

と家事と一生懸命頑張っております。 ８月には修士論文もまとめ９月に

はめでたく合格し、 ほっと一息ついているところです。

彼女は、 現在までにまとめた研究論文を全国各地の学会で発表もして

います。 また、 スリランカの文化や料理をぜひ日本に伝えたいということ

で、 地域のコミュニティセンターや小学校で講演や料理教室も開催した

りしています。 私の家庭にも月に数回きてくれて、 そのたびにスリランカ

の家庭料理を作ってきてくれますので、 食文化を研究している妻と会話

がはずんで時々お祈りの時間の８時に遅刻しそうになったりしています。

彼女は常に礼儀正しく、 しっかりしていて時々驚かされます。 お子さん

の躾もテイラクさんと分担しながらしっかりと行っています。 お子さんの桜

ちゃんは （３月生まれなので勝手に桜ちゃんと呼んでいます） 最近、 離

乳食も食べて元気に動き回っています。 お子さんも含めてあまりにも美

しい目というか瞳に時々吸い込まれそうになりますがスリランカの人々の

誠実さが伝わってくるようです。

１２月中旬には、 テイラクさんがスリランカの大学で論文を発表するという

ことで一時帰国し、 １ヶ月ほど滞在するのですが、 その間ぜひスリランカ

に来てほしいと言われています。 暖かいお正月もいいかなと思っている

ところです。 アチニーさんとテイラクさんは、 いずれ、 スリランカに帰り、

留学で得た多くのことを国のために役立ててくれるものと信じています。

私にとりましても人生においてこうした方々とのふれあいをさせていただ

いたことは、 大変ありがたく、 ロータリアンとして嬉しく思っています。

「心の健康 ・ 体の健康」

体を柔らかくし、 心をほぐし、 気の流れを活性させる！

腹式呼吸が大事！整形、 整体ではなかなか治らない！

脳梗塞、 五十肩、 重度の肩こり、 頭痛、 猫背、 背骨の歪みを矯正し

ます。 股関節硬化による歩行障害等を改善する。

※殆どが、 長い間の習慣、 老化による筋肉の萎縮、 間接の硬化で血

流が悪くなっていることが原因。
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