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2010 年１1 月 9 日 ( 火 )　　第 12３6 回 ( 本年度１8 回 ) 例会

■点　　鐘  　 

■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

１ ロータリー財団認証に関するお知らせ （受）

（ガバナー事務所）

２

ＡＩＺＵＷＡＫＡＭＡＴＳＵ

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚修一君

我等の生業

猪俣和則君

次週のプログラム　１１月２１日 (日 )

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）

例会日・例会場変更

会津地区ＩＭ参加　場所：リステル猪苗代
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年次計画書 （受） （田島ＲＣ）

３ 週報 （受） （全国城南会）

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 20/33＝60.60％ 80.43％

そして 2 つ目は、 同じ３日に南ロータリークラブ、 城南ロータリークラ

ブ、 中央ロータリークラブの３クラブ合同ゴルフコンペが会津磐梯カン

トリークラブで開催されました。

結果は、 個人優勝が我がクラブの湯田和廣パスト会長、 準優勝は、

同じく我がクラブの野澤会長エレクト、 そして団体優勝に会津若松城

南ロータリークラブが輝き上位を独占してまいりました。

段取りに当った鵜川会員、 鈴木裕会員に感謝いたします。

２つのうれしい話題を見ても城南の風は最高に吹いていると思います。

この勢いに乗って会員４０名の達成を必ず実現したいと思います。

また、 先日の会津分区会長幹事会では、 猪苗代ロータリークラブの

ホームページ立ち上げを会津若松城南ロータリークラブの野口会員

に頑張ってもらいましたと１０クラブ会長幹事の前で紹介がありました。

本日のプログラムでは、 野口会員にホームページを紹介していただ

きます。 よろしくお願いします。

さらに 21 日開催のＩＭでのパネリトに野澤会長エレクトも正式に紹介さ

れました。 野澤エレクト、 当日はみんなで応援していますので頑張っ

て下さい。

お二人には、 さらなる城南の風を吹かせていただきたいと思います。

本日の会長あいさつは以上でおわります。

ありがとうございました。

　皆様　こんにちは。

本日１１月９日は、 １１９番の日です。 最近、 めっ

きり寒くなってまいりました。 また、 空気も乾燥

していますので、 会員の皆様、 火の元に注意

なされて、 お過ごし下さい。

皆様のお手元にございますリンゴは、 余市ロータリークラブ様より送っ

ていただいたリンゴでございます。 我がクラブよりは、 会津みしらず

柿をお送りいたしました。 ご報告いたします。

さて、 本日はうれしい話題が２つございます。

１つ目は、 我が会津若松城南ロータリークラブのチャーターメンバー

であられる黒澤功パスト会長が先日３日に旭日双光章を授章される

ことが発表になりました。 黒澤パスト会長は、 県屋外広告美術協同

組合理事長を務め、 業界発展にご尽力なされたことが認められて

のご授章です。 まさにロータリーの職業奉仕の真髄だと思いますし、

われわれ会津若松城南ロータリークラブの誇りであり、 励みになった

と思います。 黒澤先輩、 本当におめでとうございます。 これからも

会津若松城南ロータリークラブの重鎮として後輩会員のご指導をよ

ろしくお願いいたします。

小野木國一クラブ奉仕副委員長

加藤君　会津分区 ・ 南 ・ 中央 ・ 城南ＲＣ合同ゴルフコンペで新米 （

会津産） を賞品に頂きました。 湯田和廣、 石原、 遠藤様等パート

ナーに恵まれました。 ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ



田中益成委員長Ｒ財団ＢＯＸ

黒澤君　秋の叙勲に際し旭日双光章を受賞して参りました。 感謝。

大塚君　皆様こんにちは。 黒澤さん旭日双光章おめでとうございま

す。

小野木君　黒澤パスト会長この度は旭日双光章大変におめでとうご

います。

黒澤君　旭日双光章を受賞し、 皇居に参内天皇陛下に拝謁、 お言

葉を賜りました。 感謝。

大塚君　皆様こんにちは。 ３クラブ合同コンペお疲れ様でした。 湯田

和廣さん優勝おめでとうございました。

田中君　天気の移り変わりが激しい時期ですので、 体調管理に気を

つけて下さい。

松川正光副委員長米山奨学金ＢＯＸ

湯田 （和） 君　黒澤パスト会長、 この度の旭日双光章誠におめで

とうございます。 城南ＲＣの誇りでもあります。

黒澤君　旭日双光章勲記勲章を授与して参りました。 皆様に感謝

申し上げます。

木村 （剛） 君　先日は誕生祝 ・ 結婚記念ありがとうございました。

田中君　Ｒ財団に同じ。

大塚君　皆様こんにちは。 野澤エレクトＩＭのパネリストよろしくお願い

します。
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◆トップページにアクセスするとすぐにクラブの更新情報がわかるように

見やすく変更。

◆週報の更新と同時に、 週報の概要がわかるようにホームページでも

週報の内容の紹介を行う。

◆今後は、 会員の写真を取り直し、 顔の見えるサイトに変更していく。

◆会員ホームページへも積極的にリンクを張り、 アクセスしてもらいやす

くする。

本日のプログラム

旭日双光章受賞おめでとうございます！

１１月３日　合同コンペの記録

城南ホームページの紹介　野口雄介会員

◇旭日双光章受賞

黒澤功会員

県屋外広告美術協同組合理事長

を務め、 業界発展に尽くした。 「こ

れまでの活動が認められてうれしい」

と顔をほころばせる。

現在は、 保護司なども務める。

「後進の指導とともに、 社会に恩返

ししていきます」 と誓う。

本文引用。

黒澤パスト会長本当におめでとうご

ざいます。 （編集 ： 野口）

南ロータリー ・ 城南ロータリー ・ 中央ロータリー　３クラブ合同ゴルフコンペ　日時／１１月３日 （土） 9:38 スタート　会場／会津磐梯カントリー

クラブ　優勝 ： 湯田和廣君 （７４． ４）　準優勝 ： 野澤幸弘君 （７４． ４）　３位 ： 渡部哲夫君 （７４． ６）　４位 ： 半野晴美君 （７５． ２） ５位 ：

湯田一盛君 （７５． ２）　６位 ： 田中益成君 （７５． ４）　７位 ： 鵜川俊一君 （７５． ８）　８位 ： 保志正之君 （７６． ０）　９位 ： 石村善一君 （７７．

２）　１０位 ： 伊東孝一君 （７７． ４）

南 ・ 城南 ・ 中央 集合 湯田和廣君優勝 優勝おめでとうございます
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