
2011 年 2 月 1 日 ( 火 )　　第 1245 回 ( 本年度 27 回 ) 例会

■国 歌 斉 唱

■点　　　鐘  　 

■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

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

29 名 6 名 29/35＝82.85％ 86.78％

１ ロータリー財団年次報告書 （受）

（RI 日本事務局）

会津若松南 RC創立４１周年記念例会の案内

状 （受） 日時 ： ２/２３ （水） PM６ ： ３０～

場所 ：ホテルニューパレス　会長 ・幹事出席

２月例会のプログラム （受） （田島 RC）

２

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

君が代

大塚修一君

奉仕の理想

小椋満君

中澤剛直前ガバナー

柳橋幸生氏（会津若松西RC）

次週のプログラム　２月８日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

中澤直前ガバナークラブ訪問／入会式

大橋ガバナークラブ訪問／入会式

会員の皆様　あと、 ホップ． ステップ． ジャンプで、 今年度目標

の 「毎月入会式」 が達成されます。 　ぜひ 「城南の風」 を 「城

南の伝説」 にしていただきたいと思います。

　話は変わりますが、 まだまだ雪が降りつづく中、 春のたよりも

届いております。 先週２８日に、 選抜高校野球大会の出場校が

決定しました。 残念ながら、 福島県からの出場校はありません

でしたが、 となりの新潟県より２１世紀枠で、 佐渡高校が選ばれ

ました。 離島の地理的困難を克服し、 野球部心得に基づいた人

間力向上の取り組みが支持されたそうです。 佐渡といえば野澤

エレクトが昨年、 お店を展開しておりますが、 佐渡高ナインは、

必ず、 けんこう牛乳を飲んでがんばっているはずです。 　こんな

ところにも 「城南の風」 が少し届いていると思うと楽しくなって来

ますね。 ちなみに、 ２１世紀枠の徳島から選ばれた高校は、 城

南高校というそうです。 春のセンバツが楽しみです。

　最後になりますが、 先日１月２９日に会津若松ワシントンホテル

において 「黒澤功氏旭日双光章受章祝賀会」 が盛大に開催され

ました。 出席いただいた会員の皆様、 発起人の１人として御礼

申し上げます。

　また黒澤会員におかれましては、 増々のご活躍をご期待申し上

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。

３

　皆様　こんにちは。

毎日、 雪が降り続きますが、 皆様いかがお

過ごしでしょうか。 インフルエンザが流行っ

ておりますので、 お体に注意していただきた

いと思います。

　さて、 本日は、 大橋ガバナーと中澤直前

ガバナーのお二人をお迎えしての例会というすばらしい日でござ

います。 ガバナーと直前ガバナーが一クラブの通常例会に揃って

出席していただけるというのは、 奇跡に近いのではないのでしょ

うか。　会員の皆様には、それを誇りに感じてほしいと思いますし、

特に新会員の皆様には、 どんなにすばらしいことかを心に刻んで

いただきたいと思います。 これも加藤先生、 湯田パスト会長のお

とりはからいの賜でございます。 皆様に感謝申し上げます。

　そんなお二人をお迎えしての例会で、 今年度８人目の新会員入

会式を実施できることを大変うれしく思います。 　新会員の樋山

秀樹さんにおかれましては、 この記念すべきご縁を大切にしてい

ただき会津若松城南ロータリークラブを盛り上げていってほしいと

思います。

　さらには、 本日の理事役員会におきまして、 ３月入会予定の新

会員候補者が承認されました。

大橋ガバナーにまた 「毎月入会式」 のお約束を出来るように、

会員の皆様に入会のお許しを頂戴したいと思います。 　ご協力を

よろしくお願いします。 大橋ガバナーには、 この 「城南の風」 を

地区内に運んでいただいております。



田中 益成 委員長

平出 祐一 委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

米山奨学金ＢＯＸ

ニコニコＢＯＸ 小椋 満 委員長

中澤直前 G　毎日の大雪大変ですね。 本日は久し振りにクラブ訪

問させて頂きます。 増強の勢いに地区から熱い視線が注がれて

います。 このリズムを年度末まで保って頂くこと期待しています。

柳橋会長 （西 RC)　今年もよろしくお願い致します。

黒澤君　中澤直前 G ようこそいらっしゃいませご指導の程よろしく

お願い申し上げます。

加藤君 （福島 RC）　樋山様の入会を祝して。 黒澤会員の祝賀会

を早退し、 ゴメンナサイ。

大塚君　中澤直前 G、 柳橋西 RC 会長いらっしゃいませ。 本日も

よろしくお願いします。

湯田 （和） 君　中澤直前 G、 柳橋西 RC 会長来訪ありがとうござ

います。 ご教示宜しくお願いします。

松川君　今年は雪が多く、 除雪大変ですね。 運動だと思い気を付

けて行いたいものです。 中澤直前 G、板橋会長いらっしゃいませ！

岡本君 ・ 野澤君 ・ 田中君 ・ 安達君 ・ 小野木君　中澤直前 G、 柳

橋西 RC 会長、 本日我がクラブにお越し頂きましてありがとうござ

います。 樋山さんご入会おめでとうございます。 皆様今月も宜しく

お願い致します。

小椋君　中澤先生、 柳橋様いらっしゃいませ。” 我が友が まぶし

く見えし 叙勲の宴”

野澤君　先日の祝賀会にはクラブより生花、 記念品等、 過分に

頂きました。 ありがとうございました。 感謝申し上げます。

大塚君　大橋ガバナー、 来週はお待ちしております。 皆様今月も

よろしくお願いします。

湯田 （和） 君　黒澤パスト会長先日の叙勲祝賀会おめでとうござ

いました。 お疲れ様でした。

岡本君　樋山さん、 ご入会おめでとうございます。 これから宜しく

お願い致します。

松川君　樋山様入会おめでとうございます。 よろしくお願い致しま

す。

田中君　ニコニコに同じ。

宍戸清和会員 （福島南 RC)　２０１１年１月２２日クラブ幹事研修セ

ミナーの成功を祝して

黒澤君　先日の祝賀会にはクラブより大きな真心を頂戴しました。

感謝！感謝！！今後共ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

大塚君　皆様こんにちは。 樋山さん入会おめでとうございます。

渡部君　中澤直前 G、 西 RC 柳橋会長いらっしゃいませ。 樋山様

入会おめでとうございます。

野澤君 ・ 湯田 （和） 君　樋山秀樹さん入会おめでとうございます。

一緒にエンジョイしましょう。

岡本君　家内の誕生祝ありがとうございました。

松川君 ・ 田中君　ニコニコＢＯＸに同じ。

第８回 理事・役員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２３年２月１日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　小野木國一会員

夫人誕生　　木本 ・ 岡本 ・ 渡部 ・ 高久会員

結婚記念　　渡部 ・ 野口会員

今月の当番　小椋 ・ 小野木 ・ 木村 （武） 会員

重点 ＢＯＸ　ニコニコ BOX

第１週　  １日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・ 誕生祝

　　　　　　　　　　　　　　中澤直前ガバナークラブ訪問／入会式

第２週　　８日 ( 火 )　　大橋ガバナークラブ訪問／入会式

第３週　１５日 ( 火 )　　新会員スピーチ　鹿子田正夫会員

第４週　２２日 （火）　　夜の例会

１ ２月のプログラム 野澤プログラム委員長

２ 協議・決定事項

１． 夜の例会について　例会場変更

場所 ： 黄鶴楼　日時 ： 平成２３年２月２２日 （火） １８ ： ３０から

会費 ： ３０００円

２． 新会員入会について

大塚修一会長が小島敦さんを新入会員として推薦。 理事役員会で

新入会員候補者として承認されましたので、 よろしくお願い致します。

３． その他

◎黒澤会員の叙勲祝として当クラブより、 会津塗りの万年筆を寄贈

致しました。◎今月２０日にエンジョイゴルフで交流のある、 大分中央

RC 創立３０周年記念に大塚会長、 渡部幹事、 野澤 ・ 岡本 ・ 大竹

会員で参加いたします。 当クラブよりお土産として、 クラブバナー、

バッチとお酒を贈呈いたします。◎５月の余市訪問の計画について３

月の役員会で提案することになりました。

入 会 式

紹 介 者　湯田和廣君

氏　　名　樋山秀樹君

生年月日　Ｓ２９年７月８日

　　　　　（５６歳）

趣　　味　絵画鑑賞 ・ ゴルフ

職業分類　測量業　　事業所名　㈲南進測量

役　　職　代表取締役

所 在 地　市内東年貢二丁目２ｰ１２　ＴＥＬ： ０２４２-２９ｰ０９３３

家　　族　夫人 春江さん、 長女

中澤剛 直前ガバナー

スピーチ

柳橋幸生 会津若松西

RC 会長　スピーチ



黒澤 功 会員 叙勲祝賀会 記録

黒澤功パスト会長

叙勲おめでとうございました！
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