
2011 年 4 月 5 日 ( 火 )　　第 1251 回 ( 本年度 33 回 ) 例会

■点　　　鐘

■黙　　　祷

■国 歌 斉 唱

■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

１ 震災見舞い状並びに創立５０周年式典 ・祝賀

会中止の連絡状 （受） （余市 RC）

地区補助金 ・マッチンググラントの推進検討

（受） （ガバナー事務所）

第６回会長幹事会 ・会津分区新会員研修会

開催　（受） （会津分区ガバナー補佐）

日時 ： ４月２４日 （日） 会場 ：ワシントンホテル

幹 事 報 告

大塚修一君

君が代

我等の生業

小野寺浩君
次週のプログラム　４月１２日 (火 )

理事・役員会／結婚・誕生祝

クラブフォーラム　震災支援について

新会員入会式

ら震災後すぐにお見舞いのお言葉をいただきました。

　また、 余市ロータリークラブ様からは 50 周年式典中止のざん

ねんなお知らせの中、 式典予算から 100 万円の義援金を会津若

松城南ロータリークラブを通して使ってほしいとありがたいお話し

をいただきました。 そして岡崎城ロータリークラブ様、 全国城南

会の皆様からも支援のお気持ちを頂だいしております。 皆様に本

当に本当に感謝いたします。

　我がクラブでは、 3月 17 日に松川パスト会長のお声かけで福

島県会津地方振興局 ・災害対策本部に支援物資を届けてまいり

ました。 松川会員、オノギ会員、遠藤会員、岡本会員、野口会員、

ありがとうございました。 今後まだまだ会員の皆様にお願いする

ことがあると思います。

　その時はよろしくお願いいたします。 また、 先程の理事会で余

市式典参加の予算 30 万円を義援金として寄付することが決定さ

れました。 重ねて皆様にご了承いただきたいと思います。

　そしてまた、 本日の理事会で新会員候補者が承認されました。

復興支援のためにまた仲間をふやすことをお許しいただければ来

週の例会で今年度 10 人目の新会員入会式を実施させていただ

きたいと思います。 会員の皆様よろしくお願いいたします。

　最後になりますが、 私たち会津城南ロータリークラブからみんな

へエールを送りたいと思います。

「がんばろう福島」　　「がんばろう東北」　　「がんばろう日本」

皆一丸となってこの苦難を乗り切りましょう。

本日の会長あいさつは以上で終わらせていただきます。

ありがとうございました。

２

３

４ 会長エレクトセミナー開催 （受） （ガバナーエレクト事務所）

ガバナー補佐訪問予定　７月１９日 （火）、 ７月２６日 （火）

地区協議会　５月１４日 （土） 郡山女子大学

５ お見舞い焼酎　１２本 （受） （福岡城南 RC畑野氏、 向江氏、

池田氏、 徳永氏）

　「人が生きるということは　誰かに借りを作

ること。 人が生きるということは　誰かに借り

を返すこと。 誰かにしてもらったことを、 誰

かにしてあげたい、 人は１人では生きて行

けないのだから」 平成 23 年 3月 11 日 14

時 46 分、 三陸沖でマグニチュード 9.0 の地

震が発生しその数十分後に大津波により太平洋沿岸が襲われま

した。 そして福島原発では放射性物質漏れが発生し、 いまだに

災害は進行形でございます。

　このたびの災害でお亡くなりになられた方々、 また被災を受け

られた方々にご冥福とお見舞いを心から申し上げます。

　東日本大震災以来、 会長判断で例会を休会させていただきま

した。 会員皆様の会社関係、 ご家族関係の方々が被災を受け

た情報も入っておりました。

　また、 ガソリン不足により自動車による移動の自粛もございまし

た。 しかしながら、 こう言うときこそ例会を開催すべきだと言う他

クラブのお話しも伺いました。 私はどちらも正しい判断と思います

が、 この場をお借りしておわび申し上げたいと思います。

　今、 私たち会津若松城南ロータリークラブが何かできるのか、

そして何をすべきなのか、 後ほどのクラブフォーラムでお話しをし

て行きたいと思います。

　そんな中、 全国の仲間からありがたいご連絡を頂だいしており

ます。 岡崎城南ロータリークラブ様、 余市ロータリークラブ様か



田中 益成 委員長Ｒ財団ＢＯＸ

ニコニコＢＯＸ 小野木 國一 SAA

大塚君　がんばろう日本！！

渡部君　がんばれ福島 ・ がんばろう会津。 今月も宜しくお願い致

します。

加藤君 （福島 RC）　皆様に大変ご心配かけましてお見舞いのお電

話など心より感謝申し上げます。

山内君　東北関東大地震災害、 心からお見舞い申し上げます。

原子力事故につきましては、 まだまだ予断を許しません。 頑張り

ましょう。

平出君　この度の大震災は多大な災害をもたらし多くの方々が困

難な状況におかれ、皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 又、

原子力発電所の問題につきましてはも心配な毎日です。

野口君　しばらく大変な時期が続きますが、 元気を出して頑張って

いきましょう。

小野寺君　久しぶりに皆様のお元気な姿が見れてほっとしました。

普通が大切な事をしみじみ感じています。

山田君　この度の震災のご被害に合われた方々に心よりお見舞い

申し上げます。 しかし、 こうして又ロータリーで集まれたことは嬉

しくお思います。

松川君　東北関東大震災発生により被害に合われた方々に心より

お見舞い申し上げます。 農産物においては風評被害が今後心配

です。 一日も早い終息を願います。

田中君　今回の東日本大震災、 加えて原発事故と重なり大変な

事態になっておりますが、 この東北の日本の苦難を乗り越えて行

きましょう。

若林君　皆さん今回の災害如何でしたでしょうか。 何でもない通常

の生活が非常に幸せに感じられた災害でした。 このピンチで人間

の生き方が良い方向に転換できれば日本も変わるかもしれないと

期待しています。

黒澤君　皆様久しぶりでございます。 会員の皆様にはお変わり有

りませんでしたか？被災された方々にお見舞い申し上げます。

岡本君　この度の東日本大震災は大変でした。 皆様大丈夫でした

か。 福島は原発で長引きそうですが頑張っていきましょう。

木村 （武） 君　１０００年に一度の地震の被害は皆様どうでしたか。

被災された皆様方のお見舞い申し上げます。 一日早い復興を願っ

ています。頑張って下さい。希望と勇気をもって前に進んで下さい。

木村 （剛） 君　東日本大震災の被災者のご冥福と一日でも早い

復旧 ・ 復興をお祈り致します！

小野木君　日本創生負けるな福島。 頑張っべー会津を元気に！！

やってみんべー会津魂！！

木村 （武） 君　皆さん今日は。 事前の用心を怠らず日々頑張って

いきましょう。

大塚君　ガンバロー東北！！

岡本君 ・ 黒澤君　ニコニコ BOX に同じ。

田中君　ニコニコに同じ。

第１０回 理事・役員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　渡部伸久

日　　時　　平成２３年４月５日　午前１１時３０分～

場　　所　　会津迎賓館

会員誕生　　湯田和廣 ・ 鈴木平助 ・ 鹿子田正夫会員

夫人誕生　　樋山会員

結婚記念　　小椋 ・ 手代木 ・ 大塚 ・ 鈴木 （裕） ・ 赤羽 ・ 鵜川

　　　　　　　　小野寺会員

今月の当番　小池 ・ 鈴木 （裕） ・ 鈴木 （平） 会員

重点 ＢＯＸ　ロータリー財団

２ 協議・決定事項

１． クラブフォーラム （震災支援について）

余市ロータリークラブ様より、 今回の災害に対して１００万円の義援金

が寄せられました。 理事役員会にて、 この義援金を会津若松市に義

援金として寄付することと決定致しました。 当クラブからの義援金の金

額 ・ 時期については今後検討致します。

２． 新会員入会について

大塚修一会長 ・ 猪俣会員が波多野さんを新入会員候補者として推薦。

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． 観桜会について

予定しておりました今年度の観桜会は震災後であるため、 中央 RC

さんとの夜の例会 ・ 交流会として開催致します。 場所 ： 迎賓館　クラ

ブ会員会費 ： 3,000 円　中央会員会費 ： 5,000 円

４． 山桜の手入れについて

例会場 ・ 時間変更で４月２６日 （火） AM６ ： ００現地集合で作業致し

ます。 終了後７ ： ００より松良さんで朝食となります。 作業時、 その

他で着用している城南 RC のジャンパーが新会員分不足しております

。 クラブで不足分購入致します。

５． その他

会長幹事会 ・ 会津分区新会員研修会の開催

開催日 ： ４月２４日 （日） 会場 ： 会津若松ワシントンホテル

会長幹事会 ： １３ ： ３０より　新会員研修会登録 ： １４ ： ３０より

懇親会 ： １７ ： ００より

第１週　  ５日 ( 火 )　　理事 ・ 役員会／結婚 ・ 誕生祝

　　　　　　　　　　　　　　クラブフォーラム　震災支援について

第２週　１２日 ( 火 )　　新会員入会式

第３週　１９日 ( 火 )　　時間変更

　　　　　　　　　　　　　　城南 ・ 中央 RC 交流会 ・ 夜の例会

　　　　　　　　　　　　　　会場 ： 迎賓館　時間 ： PM６ ： ３０より

第４週　２６日 （火）　　例会場 ・ 時間変更

　　　　　　　　　　　　　　山桜の手入れ

１ ４月のプログラム 野澤プログラム委員長

委 員 会 報 告

松川 正光 副委員長米山奨学金ＢＯＸ

平出君　お世話様になります。 アチニさん一家は先日１９日スリラ

ンカへ行かれました。 ご安心下さい。

大塚君　がんばろう福島！

田中君 ・ 黒澤君 ・ 岡本君　ニコニコ BOX に同じ。

クラブフォーラム （震災支援について）
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