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2011 年 1 月 11 日 ( 火 )　　第 1242 回 ( 本年度 24 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

23 名 9 名 23/32＝71.87％ 80.64％

１ 地区史領布のお知らせ　一冊 10,000 円

(1/18〆) （ガバナー事務所） （受）

週報 ・賀状　会津若松南 RC、 大橋ガバナー

、 佐藤ガバナー補佐、 中澤剛氏、 北斗印刷

様、 会津鶴城法律事務所様、 加藤吉久氏、

会津青年会議所、 オクトン （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

鹿ノ又薫君

ガバナー補佐 佐藤正氏

分区幹事 中村岳嗣氏

次週のプログラム　１月１８日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

会津分区ガバナー補佐クラブ訪問

会長エレクト挨拶

新会員スピーチ 鹿ノ又 薫 会員／中間会計報告
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　その飛躍の年、 第１回目の理事会で、 新会員候補者が承認さ

れました。 また、 会員の皆様へＦＡＸによりまして、 入会のお伺

いをお送りいたしますので、 ご協力よろしくお願いいたします。

お許しをいただけましたらば、 今月の最終例会の新年会で、 新

会員入会式を実施させていただきます。 佐藤正ガバナー補佐の

前で、 毎月入会式の実施を今月もお約束できることを会員の皆

様に感謝申しあげます。

　最後になりますが、 新年にあたりましてロータリーの綱領を、

あらためて会員の皆様に読み上げさせていただきます。

「ロータリクラブの綱領」

ロータリーの綱領は、 有益な事業を基礎として、 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

ある ；

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、 その職業の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、 国際間の理解と親善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。

皆様　新年あけましておめでとうございます。

本日は、 佐藤正ガバナー補佐、 中村たけ

し分区幹事をお迎えして、 新年１回目の例

会を開催できることを大変光栄に思っており

ます。 佐藤正ガバナー補佐におかれまして

は、 本年も会津若松城南ロータリークラブの

ご指導、 ご鞭撻の程、 よろしくお願い申し上げます。

さて、 昨年末は、 約３０年ぶりの豪雪により会津の交通、 流通

等ライフラインが大混乱になりました。

積雪深の観測史上１番の深さだったそうです。 国道４９号では、

３００台が閉じ込められ、 全国ニュースで会津が大きく報道されま

した。 また、 年明けには、 西日本の大雪で大変なお正月を迎え

た方々がいらっしゃいました。 地球規模では、 南半球で水害、

北半球では大寒波という地球温暖化の影響が如実に現れたお正

月でした。 そんな年末年始を私くしは、 何もせず、 自宅で過ごさ

せていただきましたが、 ２日の箱根駅伝の山登りで、 会津の猪

俣選手といわきの柏原選手のすばらしい戦いを見て感動を覚えま

した。

全国の福島県関係の方々も興奮と喜びを感じながら、 応援して

いたのではないでしょうか。 「福島県民　ガンバリ　ましょう」

そんな福島県民の１人である私くしでございますが、 今年は、 う

さぎ年の年男でございます。

こんな重い体ですが、 うさぎのように、 大きく跳び跳ねて、 会津

若松城南ロータリーとともに、飛躍していく所存でございますので、

皆様　よろしくお願い申し上げます。



渡部 伸久 幹事

平出 祐一 委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

佐藤 G 補佐　今年もよろしくお願いします。

中村分区幹事　明けましておめでとうございます。

大塚君　明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い

致します。

渡部君　明けましておめでとうございます。 佐藤ガバナー補佐、

中村幹事いらっしゃいませ。 本年もよろしくお願い致します。

加藤君 （福島 RC）　謹賀新年、 本年もよろしくお願いします。

小椋満会員患者様のご紹介ありがとうございました。

山内君 ・ 平出君 ・ 野澤君 ・ 黒澤君 ・ 松川君 ・ 湯田君 （和） ・

岡本君 ・ 若林君　新年明けましておめでとうございます。 今年も

よろしくお願い致します。 佐藤ガバナー補佐、 中村会津区幹事い

らっしゃいませ。 ご指導よろしくお願い致します。

安達君　賀正

小椋君　新年あけましておめでとうございます。 暮れの大雪には

混迷致しました。 新年早々ロータリーの有難さを思い知らされまし

た。 心身共に弱気になっていた彼が加藤義朋ドクターに救われま

した！先生との格闘がこれから始まります。 祈る！完治を！！

山内君　佐藤ガバナー補佐並びに中村区幹事様ようこそいらっしゃ

いませ。 ご指導の程宜しくお願いします。

野澤君　火の用心

平出君　今年一年どうぞよろしくお願い致します。

大塚君　謹賀新年、 佐藤ガバナー補佐、 中村幹事いらっしゃいま

せ。 本年もよろしくお願いいたします。

湯田 （和） 君　佐藤ガバナー補佐、 中村区幹事ようこそおいで下

さいました。 ご指導宜しくお願い致します。

松川君 ・ 岡本君　ニコニコ BOX に同じ

米山奨学金ＢＯＸ

山内君　おかげ様で当社も今年は 30 周年節目の年を迎えました。

全員力で行動したいと思います。

大塚君　おめでとうございます。 年男うさぎ跳びでガンバリマス！

平出君　今年一年どうぞよろしくお願い致します。

野澤君　交通安全。

湯田 （和） 君　夫人誕生祝をいただきありがとうございます。

松川君 ・ 岡本君　ニコニコＢＯＸに同じ
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第７回 理事・役員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２３年１月１１日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　安達吉弥 ・ 若林俊彦会員

夫人誕生　　小椋 ・ 山内 ・ 湯田 （和） ・ 遠藤 ・ 赤羽 ・ 鵜川会員

結婚記念　　黒澤 ・ 小池会員

今月の当番　大竹 ・ 大塚 ・ 岡本会員

重点 ＢＯＸ　ロータリー財団

第１週　  ４日 ( 火 )　　定款に基づく休会

第２週　１１日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・ 誕生祝

　　　　　　　　　　　　　　会津分区ガバナー補佐クラブ訪問

第３週　１８日 ( 火 )　　会長エレクト挨拶／中間会計報告

　　　　　　　　　　　　　　新会員スピーチ　鹿ノ又薫会員

第４週　２５日 （水）　　例会場変更　会津若松ワシントンホテル

　　　　　　　　　　　　　　夜の例会 （新年会） ／入会式

１ １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． 新年会について

日時 ： 平成２３年１月２５日 （火） １８ ： ３０から

場所 ： 会津若松ワシントンホテル　会費 ： 6,000 円

２． 新会員入会について

11 月に体験例会で参加いただいた、 山田哲史さんを新入会員候補

者として理事 ・ 役員会で承認いたしました。

３． 会員退会について

○中村壽一会員が 12 月末日をもって退会されました。 新年会に出席

いただきご挨拶いただく予定です。 また、 現在息子さんを入会に向

けて進めております。

○田村昭夫会員 12 月末日をもって退会されましたのでお知らせいた

します。

４． その他

エコキャップの回収について、 今年度も会員の皆様にご協力お願い

いたします。 4 月頃の回収を予定しておりますが、 随時受付いたしま

す。 今年度は市内の 5 クラブ合同で行う予定です。

記　録

新年の乾杯（ノンアルコールで） 誕生日おめでとうございます！ 夫人誕生祝い

結婚記念です 佐藤ガバナー補佐講話 新会員への祝いのだるま 中村分区幹事よりだるまのご説明
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