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2010 年 12 月 7 日 ( 火 )　　第 1239 回 ( 本年度 21 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 野澤幸弘会長エレクト代読

DIST. 2530R.I. ROTARY CLUB OF AIZUWAKAMATSU JONAN WEEKLY REPORT.

渡部伸久君

安達吉弥副委員長出席委員会

出　席 欠　席 出　席　率 前回出席率訂正

19 名 15 名 19/34＝55.88％ 81.64％

１ 例会プログラムのお知らせ （田島ＲＣ） （受）

１２／２１ （火） クリスマス会 丸山館ＰＭ６ ： ００～

１２／２８ （火） 休会

ガバナーエレクト事務所より

２０１１－２０１２年度米山記念奨学推進委員会委

員長に手代木和之会員任命の承諾書 （受）

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 剛君
次週のプログラム　１２月１４日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

会員スピーチ　猪俣和則会員

クラブ協議会（各委員会中間報告）

次年度理事・役員選出
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皆様　こんにちは。

早いもので、 今年度前半も最後の月となりまし

た。 寒暖の差が激しい日々ですが、 体調を崩

さずようご自愛ください。

　さて、 先月の３１日に、 手代木パスト会長が

入院されました。 翌日、 １日に岡本直前会長と会長で、 お見舞いに

行ってまいりましたが、 おでこ裏側の腫瘍摘出の手術をお受けにな

る為の入院だそうです。 大変、 むずかしい手術だったそうですが、

４日の土曜日に、 ご本人から電話で無事手術も終わり、 一般病棟

にもどりましたと連絡が入りました。 　本当によかったと思いました。

皆様もお体には、 充分、 気を付けていただきたいと思います。

　話は変わりますが、 先月最終例会にメイキャップいただいた福島

ロータリークラブの佐々木様より、 あたたかいお礼の手紙が届きまし

たので、 ご紹介させていただきます。

会津若松城南ロータリークラブ　会長　大塚修一様

福島ロータリークラブ （ＮＨＫ福島局長）　佐々木光政

前略

　先日のメイキャップ訪問では歓待頂きましてありがとうございまし

た。 例会の進行にもぬくもりがあって夜の部も皆さんと楽しくいろいろ

なお話ができてとても有意義でございました。

そばも本当においしく８皿も食べてしまいました。 実にすばらしい打ち

方でした。 お料理もお酒もおいしく頂きました。 そして何より城南ロー

タリーの皆さんの人間的な魅力と団結力に感じ入った夜となりました。

本当にありがとうございました。 心より厚く御礼申し上げます。

　さて、 当日私は不覚にも名刺を十数枚しか持ちあわせがなく、 大

変失礼してしまいました。 本来であれば、 お一人お一人にお手紙を

書いて失礼をおわびしなければならないところですが、 申訳けありま

せん、 かなりの人数にのぼることと、 どなたが名刺をお渡ししていな

い人かがはっきりしなくなってしまったため、 会長さんに名刺をお預け

申します。 当日交換をしていない方でも、ＮＨＫへの苦情の電話番号

ということで、 お持ち下さってけっこうです。

何分、 よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

佐々木様、 松井様をご紹介いただいた　加藤先生に感謝いたしま

す。

　最後になりますが今月は、 次年度の理事選挙がございます。 ま

た、 ２２日 （水） には、 クリスマス家族会を開催したしますので会員

皆様のご出席、 ご協力をよろしくお願い申し上げます。

本日の会長あいさつは以上です。

ありがとうございました。



田中益成委員長

松川正光副委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

山内君　いよいよ師走です。 年末商戦体に気をつけて頑張りましょ

う。

安達君　今月もよろしくお願いします。

加藤君 （福島ＲＣ）　佐々木、 松井両会員は皆様に大歓迎されて

大変大喜びでした。 ありがとうございました。

野澤君　今月も元気出して行きましょう！

松川君　今年最後の月宜しくお願い致します。 一年が早いですね。

小椋君　欠席が多く申し訳なく思っています。 健康で出席できるよう

努力します！！

山内君　野澤さん、 この度の授賞おめでとうございます。 先日は、

素晴らしい掛け軸ありがとうございます。

松川君　一年の締めくくりを大切に。

野澤君　新幹線青森開通初日乗ってきました。 1 時間待ちで寒かっ

たです。

田中君　いよいよ１２月今年最終月体調に気を付けて。

米山奨学金ＢＯＸ

山内君　我が家の菊の花、 今年はいつになく長持ちしています。 ど

うぞお花見にお出かけ下さい。

野澤君　来年４月から余市でも牛乳配達することにしました。

木村 （剛） 君　もう１２月、 師走です。 クリスマス家族会ご協力お願

いします。

渡部君　１２月になり、 今年度も折り返しです。 今月もよろしくお願い

致します。

田中君　１２月に入り寒暖の差が大きいので体調に気を付けて。

松川君　ニコニコＢＯＸに同じ
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第６回 理事・役員会

幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２２年１２月７日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　木村武美 ・鵜川俊一 ・ 野口雄介 ・ 猪俣和則会員

夫人誕生　　該当なし

結婚記念　　該当なし

今月の当番　安達 ・鵜川 ・ 遠藤会員

重点 ＢＯＸ　ニコニコＢＯＸ

第１週　 ７日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・誕生祝

　　　　　　　　　　会員スピーチ　猪俣和則会員

第２週　１４日 ( 火 )　　クラブ協議会 （各委員会中間報告）

　　　　　　　　　　次年度理事 ・役員選出

第３週　２２日 （水）　　例会日変更　予定

　　　　　　　　　　クリスマス家族会 （親睦委員会）

　　　　　　　　　　入会式

第４週　２８日 （火）　　定款に基づく休会

１ １２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 小椋満委員長

１． 次年度理事 ・ 役員選出について

　指定の投票用紙、 会員名簿を各会員にＦＡＸ等で送付し１２月１４日

　（火） 例会までに投票いただき開票いたします、 欠席の場合も期日

　までに投票を忘れずによろしくお願い致します。

２． クリスマス家族会について （親睦委員会担当）

　日時 ： １２月２２日 （水） 例会日変更　１８ ： ３より

　場所 ： 会津迎賓館　夫人 ： ３， ０００円 （同伴者高校生以上）

　お子さん ： 無料 （中学生以下）

　詳細につきましては１２月９日親睦委員会で打合せ後再度ご連絡い

　たしますので、 たくさんのご参加よろしくお願いいたします。

　当日２， ０００円位のプレゼントをご用意下さい。 （プレゼント交換用）

３． 手代木会員お見舞いの報告

　先月３０日に入院され、 翌日の１２月１日岡本前会長と大塚会長でお

　見舞いに行ってまいりました。 １２月２日に手術、 ４日には普通病棟に

　移られ、 現在は順調に回復されているとのことですので、 ご報告い

　たします。

会員スピーチ　猪俣和則君

生命保険の意義

生命保険にはほとんどの方が加入されておりますが、 内７割ぐらいの

方不安を感じている現状があります。

というのも、 保険に対してあまりよく考えず入られている方が多く、 保険

に考慮せずに入った結果、 親が亡くなったとき、 高校に通えない子供

が非常に多くいたりします。

国内の月々の平均保険料が３８， ０００円。 ３０年間にすると１千万円以

上の金額になります。 経費として消費されていく保険もあれば、 逆に、

財産資産となるような保険の掛け方もあります。

今一度、 しっかり考える必要があるのではないかと思います。

会員スピーチをした猪俣会員と野澤会長エレクト
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