
2011 年 3 月 1 日 ( 火 )　　第 1249 回 ( 本年度 31 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

24 名 12 名 24/36＝66.66％ 81.06％

１ 休会のお知らせ （受）

３月１日 （火） 特別休会 （田島 RC）

３月２１日 （月） 休会 （会津若松中央 RC）

３月３１日 （木） 特別休会 （会津若松南 RC）

当クラブ３月２２日 （火） 休会

幹 事 報 告 委 員 会 報 告

君が代

大塚修一君

奉仕の理想

赤羽友一君

安井登氏（会津若松西RC） 次週のプログラム　３月８日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

余市５０周年記念参加について

特別交流委員会　平出祐一委員長

新会員スピーチ

ロシアの 「ソユーズ」 の２機でしたが、 近い未来に　全世界の人

が宇宙で勢ぞろいする日があるかもしれません。

　日本も未来へ向けて夢のある 「まつりごと」 を繰り広げてほし

いものです。

　そんな中、 福島県では道路のドッキングが今月の２６日に繰り

広げられます。

　あぶくま高原道路が全線開通し、 福島空港を中心としたあぶく

ま道、 東北道、 磐越道のトライアングルハイウエイが完成するの

です。

　しかしながら、 あぶくま道有料化の問題、 県の阿武隈地域振

興プランの尻つぼみ、 福島空港のありかたなど難題が多くあり、

トライアングルハイウェイ開通効果は、 なかなか広がらないと思

われます。

　私達、会津のロータリアンも、福島空港、トライアングルハイウェ

イ、 新幹線はやぶさの福島県素通りなどを含め、 福島県全体の

地域振興策を民間レベルで検討していかなくてはと思いました。

　最後になりますが、本日、平出交流委員長より、余市ロータリー

クラブ５０周年記念式典参加計画の発表がございます。 ぜひ多く

の会員の方々に参加していただきたいと思いますので、 ご検討

の程、 よろしくお願いいたします。

　本日の会長あいさつは、 以上でございます。

　ありがとうございました。

皆様、 こんにちは。

本日から　３月がスタートしました。 ３月１日

は、 県立高校の卒業式です。 まだまだ、

寒い日がつづきますが　会員の皆様　お体

気をつけてお過し下さい。

　先週は会津若松南ロータリークラブ 41 周年記念例会、 会津若

松中央ロータリークラブ 16 周年記念例会に会長． 幹事で出席し

てまいりました。 私の入会 1年目に会津若松中央ロータリークラ

ブさんが創立なされたので、 月日がたつ早さをかみしめて参加さ

せていただきました。

　ちなみに現在、会津若松南ロータリークラブさんが会員数40名、

会津若松中央ロータリークラブさんが会員数 24 名だそうです。 　

今後も会員増強に全力をそそいでまいります。

　さて、 日本の国会では来年度予算がやっと衆院を通り、 まだま

だ　ねじれ国会や与党の内紛などごたごたと　ちっぽけな 「まつり

ごと」 が展開されておりますが、 宇宙では壮大な出来事が繰り

広げられました。 先週２月２６日に国際宇宙ステーションへ国を越

えて、 日本、 アメリカ、 ヨーロッパ、 ロシアの宇宙船が勢ぞろい

したのです。 有人の宇宙船は、 アメリカの 「ディスカバリー」 と



松川 正光 君

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

安井君 （西 RC）　地区史編集については３年間大変ありがとうご

ざいました。 本日はお世話になります。

加藤君 （福島 RC)　安井会員の MU を歓迎しております。 また、

第２週、 第３週を欠席させて頂きます。

大塚君　皆様こんにちは。 安井様いらっしゃいませ。 本日はよろ

しくお願いいたします。

松川君　今月もよろしくお願い致します。 家内誕生祝 ・ 結婚記念

祝を頂戴しありがとうございます。 安井様いらっしゃいませ！

湯田 （一） 君　今月もよろしくお願い致します。

平出君　今月もよろしくお願い致します。 誕生祝ありがとうござい

ます。 満６４才になります。 ３月３日はアチニさんのお嬢さん、 そ

して、 ３月４日は娘の誕生日です。

黒澤君　安井様ようこそいらっしゃいませ。 素晴らしいネクタイ春

一番嬉しく思います。 本日もお世話様になります。

山内君 ・ 岡本君 ・ 湯田 （和） 君 ・ 野澤君　安井先生、 本日はよ

うこそ城南クラブへ。 ご指導よろしくお願いいたします。

小椋君　会津にも春の伊吹が感じられます。 今月もよろしく。 安

井大先輩いらっしゃいませ！ご指導よろしくお願いします。

湯田 （一） 君　ニコニコ BOX に同じ。

湯田 （和） 君　今日から弥生３月です。 高校は卒業式ですね。

春が来た、 春が来た、 今月も宜しくお願いします。

野澤君　本日小樽店開店です。 頑張ります。

大塚君　皆様こんにちは。 本日は県立高校卒業式です。 春です

ね。

岡本君　誕生祝ありがとうございます。

平出君　今月もよろしくお世話様になります。

大塚君　余市５０周年記念式典みんなで参加しましょう。

湯田 （和） 君　新入会員の皆様、 時間ありましたら３月３日 （木）

西 RC に MU に行きましょう。

岡本君　西 RC の安井様我がクラブへの MU ありがとうございます。

野澤君　明日こそ余市 RC に行ってきます。

湯田 （一） 君　ニコニコに同じ。

平出君　今月もお世話様になります。 米山奨学委員会への寄付よ

ろしくお願い致します。

第９回 理事・役員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２３年３月１日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　平出祐一 ・ 岡本泰宣 ・ 大塚修一会員

夫人誕生　　木村 （武） ・ 松川 ・ 小野木 ・ 木村 （剛） ・ 小島会員

結婚記念　　安達 ・ 若林 ・ 山内 ・ 松川 ・ 田中 ・ 山口会員

今月の当番　木村 （剛） ・ 木本 ・ 黒澤会員

重点 ＢＯＸ　ニコニコ BOX

第２週　　８日 ( 火 )　　新会員スピーチ　小野寺会員

第３週　１５日 ( 火 )　　ゲストスピーチ　会津若松中央ロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　福西宣孝様

第４週　２２日 （火）　　定款に基づく休会

第５週　２９日 （火）　　夜の例会 （親睦委員会）

　　　　　　　　　　　　　　場所 ： 迎賓館　会費 ： 3,000 円

２ 協議・決定事項

１． 余市５０周年記念式典参加について

別紙資料にて旅費、 日程の説明　例会にて特別交流委員会　平出委

員長に説明いただく。

２． 会津学鳳中等学校　図書寄贈について

継続事業として本年度５万円の寄贈をすることに決定いたしました。

３月から４月中の予定で先方に予定にあわせて、 寄贈にお伺い致し

ます。

３． エコキャップ協力について

本年は市内５クラブ共同での事業で行います、 時期は４月に予定して

おりますがご協力お願い致します。 随時受け付けておりますので、

例会時に持参、 または量が多くある場合はとりにお伺い致しますので、

幹事までご連絡ください。

４． 観桜について

４月１９日 （火） 第三週に中央 RC と合同で開催、 詳細は後日連絡

致します。

５． その他

３月３日に西 RC で大塚会長がゲストスピーチを致します。 新入会員

を中心に参加いただきメーキャップを致します。 参加時の食事代は自

己負担ですが、 ニコニコ BOX の一人 1,000 円は会より負担すること

に決定致しました。

第１週　  １日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・ 誕生祝

　　　　　　　　　　　　　　余市５０周年記念参加について

　　　　　　　　　　　　　　特別交流委員会　平出祐一委員長

１ ３月のプログラム 野澤プログラム委員長

▲余市５０周年記念参加について

平出特別交流委員長

▲西 RC より安井氏が MU

▲岡本 ・ 平出会員、 大塚会長

誕生日おめでとうございます

▲木村 （武） ・ 松川会員

ご婦人誕生日

おめでとうございます

▲山内 ・ 若林 ・ 松川会員

ご結婚記念月おめでとうございます
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