
2011 年 2 月８日 ( 火 )　　第 1246 回 ( 本年度 28 回 ) 例会

■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

26 名 10 名 26/36＝72.22％ 81.62％

１ ガバナー月信 （受）

・ 公益財団法人ロータリー日本財団の認定と

税制上の優遇措置に関するお知らせ

・地区史申し込み締め切り　２月末まで

（ガバナー事務所より）

お礼状と施設要覧 （受） （会津児童園より）

クラブ創立１６周年記念懇親会例会への招待

（受） 会長 ・幹事　日時 ： ２月２４日 （木）

午後６ ： ３０　場所 ：ワシントンホテル

（会津若松中央 RC より）

２

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

大塚修一君

奉仕の理想

―

大橋廣治ガバナー
次週のプログラム　２月１５日 (火 )

大橋ガバナークラブ訪問／入会式

新会員スピーチ　鹿子田正夫会員

　今年度、 大橋ガバナーには、 第 2530 地区内で恐れ多くも、

会津若松城南ロータリークラブの宣伝本部長を自らお努めいただ

いております。 そして、 わがクラブの 「城南の風」 を地区内に

運んでいただいております。

　今年度目標の「毎月入会式」を必ず達成して、「城南の風」を「城

南の伝説」 へ、 そして 「第 2530 地区の伝説」 へとさせていただ

きたいと思います。 それには、 会員の皆様のご協力を、 ４月、

５月、 ６月と引き続き頂戴したいと思います。 皆様よろしくお願い

いたします。

　話は変わりますが、 外国で活躍する５５番と言えば大リーガー　

松井秀樹ですが、 サッカーのイタリア１部リーグセリエＡの名門　

インテル ・ ミラノからサムライ日本の長友佑都が５５番を背負って

デビューしました。 現地では、 長友のスピードとタフさに、 観客

も実況のアナウンサーもおどろいていた様子でした。 長友は、 先

日のアジアカップの影のＭＶＰといっても良いのではないでしょう

か。 リー選手のボレーシュートを産んだ長友のセンターリングが

思い出されます。 それにつけてもあの野武士のような風貌が最

高ですね。 私の大好きなことば　「ガンバレニッポン」 です。

　最後になりますが、来週末に、会長幹事、直前会長・直前幹事、

会長エレクトの５名で、 大分中央ロータリークラブの創立３０周年

式典に出席してまいります。 ご縁は、 会津若松城南ロータリーク

ラブ後援の鈴木則夫エンジョイゴルフイン会津にわざわざ大分より

参加していただいたことからです。 ご報告は、 今月の夜の例会

でさせていただきますので、 楽しみにしてください。

　本日の会長あいさつは、 以上で終わります。

　ありがとうございます。

３

４ 平成２２年度薬物乱用防止指導員等研修会　開催通知 （受）

日時 ： ３月２日 （水） 午後２時～４時

場所 ：文化センター

　皆様　こんにちは。

　暦のうえでは立春が過ぎ、 本日は春を思

わせる太陽が顔をのぞかせる会津でござい

ますが、 雪による事故で　１００名以上の方

が全国でお亡くなりになっております。 ご冥

福をお祈り申し上げます。

　会員の皆様には、 お身体ご自愛なされてお過ごし下さるようお

願いいたします。

　本日は一週間、 待ちに待った大橋ガバナーがこの会津若松城

南ロータリークラブに公式訪問以来のご来訪を頂戴しております。

　重ねて申し上げますが、 一クラブにガバナーが再来訪いただけ

ると言うのは、大変　光栄なことでございます。　会員の皆様には、

誇りに思っていただきたいと思います。

　大橋ガバナーにおかれましては、 足元のお悪いところ、 わざわ

ざ会津若松城南ロータリークラブの例会へお出向きいただきまし

て、 本当にありがとうございます。 そして、 加藤先生ありがとう

ございます。

　先週は、 ガバナーご来訪に合わせまして　２月の新会員　樋山

会員の入会式を実行させていただきましたが、 今週は、 過日の

理事役員会で承認されました３月入会予定の新会員、 小島敦さ

んの入会式を本日繰り上げて実施できることとなりました。 今年

度　９人目の新会員となります。 これも会員の皆様のご協力とご

理解の賜と思っております。

　また、 大橋ガバナーの 「基本に返り、 そして実践躬行」 のお

ことばを、 大橋ガバナーの元気を頂戴しながら遂行させていただ

いているおかげだと思っております。 皆様に感謝申し上げます。



山口 廣 副委員長

松川 正光 委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

米山奨学金ＢＯＸ

大橋廣治ガバナー講話

【御礼】

ニコニコＢＯＸ 小椋 満 委員長

大橋ガバナー　大雪に見舞われた皆様に心よりお見舞い申し上げ

ます。

加藤君 （福島 RC）　大橋ガバナーを大歓迎します。

大塚君　大橋ガバナーいらっしゃいませ。 本日はご指導よろしくお

願いします。

渡部君　大橋ガバナー本日はいらっしゃいませ。 今日は天気が良

くて良かったです。 ありがとうございます。 本日は宜しくお願い致

します。

黒澤君　皆様今日は。 大橋ガバナーようこそいらっしゃいませ。

お待ち申し上げておりました。 小島さんの入会おめでとうございま

す。

山内君　大橋ガバナー当クラブ特別訪問ありがとうございます。 御

指導よろしくお願いします。

野澤君・湯田 （和） 君・小野木君・若林君・岡本君・木村 （剛）・

安達君　大橋ガバナーいらっしゃいませ。 本日は御指導の程宜し

くお願い申し上げます。

山口君　大橋ガバナーいらっしゃいませ。 都合により早退致しま

す。

小椋君　大橋ガバナーいらっしゃいませ！会津の雪景色を堪能し

ていって下さい。 小島敦さん入会おめでとうございます。

野澤君　飛行機飛ばずに余市に行けませんでした。 ３月に再チャ

レンジします。

大塚君　皆様こんにちは。 本日は良い天気ですね。 よろしくお願

いします。

湯田 （和） 君　ニコニコ BOX に同じ。

湯田 （和） 君　ロータリー財団に同じ。

大塚君　皆様こんにちは。 小島さん入会おめでとうございます。

松川君　大橋ガバナーいらっしゃいませ。 御指導よろしくお願い致

します。 小島様入会おめでとうございます。

　大塚会長の有限実行でクラ

ブをリードされ会員増強をな

さっています。 若く活気のあ

るクラブで再度訪問して皆様

にお会いしたいと思いまし

た。

　新会員が多く入会されるの

は大変良いことですが、 大

切なのは入会された方がや

めないクラブ作りが大切です。 R情報をまめにし理解して頂く事です。

　先日、 青森県斗南に参りました時、 会津藩より移住なされた方々

のお墓が荒れていて非常に悲しかったです。 どうか、 会津のこちら

のクラブが市に掛け合い対策を講じてほしいと期待しております。

入 会 式

紹 介 者　大塚修一君

氏　　名　小島敦君

生年月日　Ｓ４４年１月８日

　　　　　（４２歳）

趣　　味　ゴルフ ・ 映画

職業分類　建築業　　事業所名　㈲小島工務店

役　　職　代表取締役

所 在 地　会津美里町永井野字岩神２０１６ｰ３

　　　　　ＴＥＬ： ０２４２-５４ｰ５６８３

家　　族　夫人 好美さん

大塚会長より大橋ガバナーへ

記念品贈呈＜西会津の干支

張り卯＞

記録

大橋ガバナーへ小野木会員より

新商品のプレゼント

叙勲にあたってクラブから

黒澤会員へ会津塗りの万年筆を贈呈

特注の会津塗り万年筆

「黒澤」 と名入れもしてあります
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