
2011 年 1 月 1８日 ( 火 )　　第 1243 回 ( 本年度 25 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

野口雄介君

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

22 名 10 名 22/32＝68.75％ 79.65％

１ ２０１０年手続要覧 （受） （RI 日本事務局）

会長エレクト研修セミナー資料 （受）

（ガバナーエレクト事務所）

ガバナー月信 （受）

２

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

大塚修一君

それでこそロータリー

山内昭君

次週のプログラム　１月２５日 (火 )

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

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

こんにちは、 私の名前は、 アンドリューウィンフィルドです。

私は、 アメリカ合衆国のコロラド州に住んでいます。 私は、 ２０

年前のロータリークラブ交換留学生でした。 今年の秋に、 妻と一

緒に日本への旅行を計画しています。 １０月４、 ５、 ６日の数日

ですが、 会津若松に行く予定です。 そのときに、 私のホストファ

ミリーに会いたいです。 ぜひ例会に出席させてください。

私のホストファミリーは、 栗林さん、 山田さん、 古田さん、 入谷

さんでした。 よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンドリューウィンフィルド

　２０年前の交換留学生が再来訪してくれることは、 大変すばらし

いことだと思いますし、 ロータリークラブの国際奉仕の真髄だと思

います。 　野澤年度になりますが、 ぜひその時は、 名誉会員の

方々も　ご招待して歓迎したいと思います。 野澤エレクト　よろしく

お願いいたします。

　最後になりますが、 来週は、 会津若松城南ロータリークラブの

新年会となります。 　４０名近くの参加者で

大変楽しい新年会になりそうです。 　中村さん退会あいさつという

残念なこともありますが、 うれしい新会員

入会式も実施できそうです。

木村親睦委員長はじめ、 親睦委員会の皆様、 よろしくお願いい

たします。

　本日は以上で　会長あいさつを終らせていただきます。

ありがとうございました。

３

皆様、 こんにちは。

先週から今週にかけて、 また寒波がやって

まいりました。 最高気温がマイナスの日々が

ましたが、 皆様お身体に気をつけて お過ご

しいただけましたでしょうか ? カゼ等ひかぬ

ようにご自愛下さいませ。

　さて今週は、 はじめに 大変残念なご報告がございます。 わが

会津若松城南ロータリークラブの最年長会員 中村寿一さんが 平

成 22 年 12 月末日をもって退会されることになりました。 中村寿

一さんは、 1988 年に入会されたロータリー暦 21 年の大ベテラン

でございます。2000～2001年度には、会長職に付かれ、余市ロー

タリークラブ 40 周年記念式典参加では、 大変ご尽力していただ

きました。 退会理由は、 ご年齢を考慮してのことだそうですが、

まだまだ若々しい中村さんが退会されることは、 本当に、 さびし

いかぎりでございます。 しかしながら、 息子さんが昨年、 会津若

松青年会議所を卒業されたということですので、 中村さんの後を

引き継いで入会していただけるよう交渉中でございます。 会員皆

様のご協力をお願いして、 ご報告とさせていただきます。 なお、

中村寿一さんにおかれましては、 今月最終例会の新年会で退会

のごあいさつを頂戴しますので、 皆様からあたたかいお言葉をか

けていただきたいと思います。

　話は変わりますが、 20 年前に会津若松城南ロータリークラブへ

交換留学生として来ていたアンドリューウィンフィルド君からホーム

ページにメールが届きました。 内容をご紹介します。



田中 益成 委員長

平出 祐一 委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

米山奨学金ＢＯＸ

会長エレクト挨拶　野澤幸弘君

会計中間報告　湯田和廣君

会員スピーチ　鹿ノ又薫君

ニコニコＢＯＸ 小椋 満 委員長

大塚君　皆様今日は。 元気を出していきましょう！

木村 （武） 君・安達君・湯田 （一） 君　本年もよろしくお願いします。

野澤君　本日は会長エレクト挨拶予定です。 よろしくお願いします。

加藤君 （福島 RC）　猪俣会員に生涯保険のご指導を受けました。

ありがとうございました。

小野木君　１月１６日 （日） ホテルニューパレスに於いて恒例になっ

ています。 ㈱オノギ食品第３８期の経営計画発表会と新年会が無

事に楽しく終わりました。 今年もオノギ食品元気印で頑張ります。

小椋君　もう雪はたくさんです。 皆さん健康に留意してロータリー

に出席致しましょう！

岡本君　ユキニモ、 ナツノアツサニモマケナイ、 ツヨイカラダヲモ

チ…

湯田 （和） 君　中間会計報告をさせて頂きます。 宜しくお願い致

します。

野澤君　日曜日にオノギ食品さんの経営計画発表会に参加して参

りました。 感動しました。

大塚君　皆様こんにちは。 来週新年会よろしくお願いします。

湯田（和）君　今年は大雪の年でしょうか。 今度生まれてくる時は、

雪の無い街で暮らしたいですね。

木村 （武） 君 ・ 湯田 （一） 君　ニコニコ BOX に同じ

田中君　明けましておめでとうございます。 今年こそ明るい年であ

りますように。

木村 （武） 君　本年は年男、躍進の一年にしたいと思っています。

大塚君　皆様こんにちは。 野澤エレクト、 湯田会計、 鹿ノ又君本

日はよろしくお願いします。

田中君　明けましておめでとうございます。 今年も宜しく。

野澤君　健康第一！

湯田 （一） 君　ニコニコＢＯＸに同じ

皆様、 こんにちは。

先週から今週にかけて、 また寒

波がやってまいりました。 最高気

温がマイナスの日々がましたが、

皆様お身体に気をつけて お過ご

しいただけましたでしょうか ? カゼ

等ひかぬようにご自愛下さいま

せ。

　さて今週は、 はじめに 大変残念なご報告がございます。 わが会津

若松城南ロータリークラブの最年長会員 中村寿一さんが 平成 22 年

12 月末日をもって退会されることになりました。 中村寿一さんは、

～人と環境を守るミドリ安全～

人の安全を守る備品を多く取り扱

う福島ミドリ安全だが、 これから

の地球環境を配慮した新しい取り

組みを始めています。

具体的な環境事業のご紹介をし

ます。

・ 二宮尊徳の姿勢　　 ・ なぜ今、 森林を問うのか

・ カーボンオフセットとは　　 ・ トキの森プロジェクトとは

・ 喜多方市初の CO2 排出権販売

・ 着れば地球を救う！ CO2 削減ユニフォーム！

　ニラクと福島ミドリ安全㈱の具体事例

　「ニラクの社会的存在意義を明確化」

・ 城南ロータリー内でのコラボレーション事例

　RH 企画 × 仏壇の三心堂 × 福島ミドリ安全

　「会津カーボンお布施っと」

・ 会津自然 什の掟

一、 自然から目を背けてはなりませぬ。

二、 自然に感謝をしなければなりませぬ。

三、 自然にうそをついてはなりませぬ。

四、 自然に逆らうことはなりませぬ。

五、 自然をいじめてはなりませぬ。

六、 自然を汚してはなりませぬ。

七、 自然を人のものにしてはなりませぬ。

　　　～ならぬことはならぬものです～

次年度第２７代会長を仰せつかりました。 次年度は会長 ・ 幹事と

も経験が浅く、 至らぬ点も多々あるかと存じます。 ご指導の程宜

しくお願い致します。 考えようによれば、 創始者ポール ・ ハリス

氏は全く経験がなかったわけですが、 経験がない分希望があった

のかなと思います。 今、 社会不安は大きくなっていますが、 間違

いなく 20 年前、 10 年前より便利な世の中になっています。 クラ

ブも 26 年の歴史を刻み、 良き伝統がつくられ、 そこに新しい芽も

芽生えてきています。 素晴らしいクラブを作って下さった先輩方が

見守って下さる中、 また新しい会員の皆さんのフレッシュな力を頂

ける中で会長を務めることができることを嬉しく思います。 （略）
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