
2011 年３月８日 ( 火 )　　第 1250 回 ( 本年度 32 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

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

25 名 11 名 25/36＝69.44％ 98.05％

１ 例会変更のお知らせ （受）　３月１０日 （木）

裁判傍聴の為例会会場変更 （若松中央 RC）

地区大会記録誌 ・ガバナー月信 （受）

（ガバナー事務所）

お礼状 （受） （大分中央 RC）

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

鹿ノ又薫君 次週のプログラム　３月１５日 (火 )

新会員スピーチ　小野寺会員

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

会津分区の増強が第２５３０地区内で、 トップであると、 盛り上が

りました。 　また、 大橋ガバナーよりご指導いただいた入会後の

新会員へのフォローを忘れないようにと、 会津分区の皆さんで気

を引き締めあいました。

　さっそく、 ４月２４日 （日） に、 会津分区新会員研修会が決定

しました。 今年度入会の新会員の皆様におかれましては、 万障

繰合せて出席していただきたいと思います。

　我社の自慢を少しさせていただきます。 　先日の３月４日　平成

２２年度技術士試験合格者が発表になり我社より１名の合格者を

出すことができました。 技術士という資格名は、 皆様には聞きな

れない名前だと思いますが、 「技術士」 とは、 文部科学省認定

の国家資格であり、 科学技術に関する高等の専門的応用能力を

必要とする事項について指導 . 業務を行う者となっております。

我社に関しては、 土木技術の最高峰の資格となりますが、 全国

で約３万人の受験者に対して約４０００人の合格者数という狭き門

となりました。

　ちなみに、 我社の技術士の人数は、 ７名になりましたが、 県

内の建設コンサルタント業では２番目の人数となっております。

今後も、 世の中のため、 技術の向上へ邁進してまいりたいと思

います。

　最後になりますが、 今週末の３月１２日と１３日に磐梯熱海にお

きまして、 来年度ガバナー主催によります 「ペッツ」 が開催され

ます。 野澤エレクトにおきましては、 本格的始動となりますがよ

ろしくお願いいたします。

　第２５３０地区で、 １番背の高い会長だと思います。 　ガンバッ

テ下さい。

　本日の会長あいさつは、 以上でおわらせていただきます。

３

４ 週報 （受） （会津若松 RC）

　皆様、 こんにちは。

昨日は、 会津も東京も雪が降り、 寒い１日

でした。 　また、 本日は、 県立高校の入学

試験の日でございます。

　当社は、 会津高校の正門の前にあります

ので、 受験生が真剣な顔で校門をくぐる姿

を見て、 すがすがしさを感じた朝でございました。 春はそこまで

来ています。 皆様、 寒さに負けずに元気にまいりましょう。

　さて、 先週の３月３日木曜日　会津若松西ロータリークラブさん

へゲストスピーカーとしてお邪魔してまいりました。 　そして、 会

津若松城南ロータリークラブより、 湯田和廣パスト会長、 加藤先

生、 野口会員、 鹿子田会員、 猪俣会員、 高久会員、 山田会

員の皆さんが西クラブさんへ　メイキャップに来てくれました。

見なれた顔がそろって、 私くしも心おちつき、 スピーチが出来ま

した。

　また、 会津若松西ロータリークラブ　　柳橋会長より、 大勢のメ

イキャップに感謝のことばをいただきました。

応援に来てくださった皆様ありがとうございました。 　会津若松西

ロータリークラブの皆様へも我クラブへのメイキャップをご案内い

たしましたので、 その際は城南のおもてなしでご対応、 おねがい

したいと思います。

　そして、 先日の３月６日日曜日　猪苗代町中ノ沢温泉　佐藤ガ

バナー補佐の大阪屋旅館様で、 会津分区の会長幹事会が開催

されました。 各クラブの現況報告では、 会津若松ロータリークラ

ブさんの７名増強、 会津若松城南ロータリークラブの９名増強と、



小野木 國一 ＳＡＡ

松川 正光 委員長

Ｒ財団ＢＯＸ

米山奨学金ＢＯＸ

新会員スピーチ　小野寺会員ニコニコＢＯＸ 小野木 國一 ＳＡＡ

大塚君　皆様こんにちは。 本日もよろしくお願いします。

木村 （武） 君　妻の誕生祝いありがとうございました。

小島君　妻の誕生日と言う事でお祝品頂きありがとうございまし

た。

安達君　本日もどうぞよろしく。

湯田 （和）　大塚会長、 加藤先生５人の新入会員の皆様、 西 RC

への MU お疲れ様でした。 勉強になったと思います。

野澤君　余市 RC の例会に参加してきました。 「５０周年には全員

で行きます」 と言いましたが、 私は行けなくなりました。 残念！！

野澤君　小野寺さんスピーチ楽しみです。

大塚君　皆様こんにちは。 小野寺さん本日スピーチよろしくお願い

します。

黒澤君　お世話様になります。

湯田 （和） 君　野澤エレクト余市 RC への MU お疲れ様でした。

土産話期待しています。

渡部君　早く春よこい。 本日もよろしくお願い致します。

木村 （剛） 君　まだまだ寒い日が続きます。 お互い健康に注意し

ましょう。

湯田 （和） 君　三寒四温の日が続きます。 健康第一で過ごしましょ

う。 小野寺会員スピーチ楽しみです。

大塚君　皆様こんにちは。 来週は中央 RC の福西先生がゲストス

ピーカーでいらっしゃいます。 皆様出席よろしくお願いします。

東北地方太平洋沖地震に際して

こづゆ （レトルト） ８００食を

寄付

会津産コシヒカリ 300kg を

寄付

いち早い被災地の復興を祈ります 食料品 ・雑貨含む支援物資を

災害対策本部へ

小野寺会員より、会社概要の説明と、IT技術による業務の安全化・

効率化のお話を頂きました。

IT 技術の進歩は目覚しいものがありますが、その反面セキュリティ

にも十分に気を付けなればなりません。 高度化 ・ 多様化するイン

ターネットの驚異、 対策は十分に取られているでしょうか。

ウィルス対策ソフトだけではなく、 ファイヤーウォールの設置など、

ぬかりのない対策を施しましょう。 小野寺会員にアドバイスを頂き

ながら、 会員一同最新技術の見識を深めたいと思います。

【オススメドキュメントソフト】

DocuWorks7.2

【セキュリティソフト】

beat

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、 心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心より祈念するとともに、 会津若松城南 RC として、 出来る限りの支援をしてまいります。
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