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四つのテスト  1 真実かどうか   

平成２６年８月１９日（火曜日）

【月間テーマ】 会員増強及び拡大      

                                           

☆会長挨拶（前田昌信 会長） 

    

 

本日は五十嵐順子さんに続き、浅野敏明さんを新入会員にお

迎えし大変うれしく思います。そして、今日のゲストは長井中

央ロータリークラブ会長の沼沢岩夫さんです。よろしくお願い

します。 

さて、会長挨拶という事で色々考える訳ですが、本日はネッ

トのロータリージャパンから記事を紹介したいと思います。

Honorary Consulate of Itary Guam 主催

タリークラブと日立製作所の協力で、グアムの地にてウフィツ

ィ・ヴｱーチャル・ミュージアムが 8 月 11 日から

で開催されます。文化財の高精細デジタル化によりレプリカを

作成し筆の微妙なタッチを拡大化し見ることができます。その

際にロータリーに関する展示などをするようで、今年から始ま

ったロータリーデーと美術館を合致させた催しのようです。

機会があったらロータリージャパンをご覧になってください。

 

 

 

長井ロータリークラブ会長    

長井ロータリークラブ幹事    

パストガバナー         

例 会 日        毎週火曜日 12：

事 務 局    長井商工会議所内

 

２０１４－２０１５ 
           国際ロータリー 第２８００地区 
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   2 みんなに公平か   3 好意と友情を深めるか   

日（火曜日） 第２，５７９回     

          ＜例会報告No.７＞  ゲスト卓話 長井中央ＲＣ

                                    

 

本日は五十嵐順子さんに続き、浅野敏明さんを新入会員にお

迎えし大変うれしく思います。そして、今日のゲストは長井中

央ロータリークラブ会長の沼沢岩夫さんです。よろしくお願い

さて、会長挨拶という事で色々考える訳ですが、本日はネッ

トのロータリージャパンから記事を紹介したいと思います。 

主催 ノースグｱムロー

タリークラブと日立製作所の協力で、グアムの地にてウフィツ

日から 9 月 13 日ま

高精細デジタル化によりレプリカを

作成し筆の微妙なタッチを拡大化し見ることができます。その

際にロータリーに関する展示などをするようで、今年から始ま

ったロータリーデーと美術館を合致させた催しのようです。 

機会があったらロータリージャパンをご覧になってください。 

☆新入会員あいさつ 浅野敏明

 

    

☆幹事報告 

・8 回目の理事会が行われました。

・酒井ガバナーより当クラブへの

・社会奉仕委員会より東日本大震災復興支援企画への補助金申

請について 

・職業奉仕セミナーの案内 

・9 月のプログラムが承認されました。

・4 クラブ合同例会と 4 クラブ合同親善ゴルフコンペ

 

☆委員会報告 

・出席委員会 ― 7 月出席報告

・出席率 83.34％（例会数 5

・皆出席者（出席免除会員は除く）

井上晴雄、伊藤克也、五十嵐順子（

尾形和夫、大滝 徹、栗田正彦、

瀬尾雅広、大道寺 信、塚田弘一、手塚典雄、那須

前田昌信、横澤 茂、横澤寿彦、渡辺清隆、渡部堅一

渡部保太郎 

    

    前田  昌信           第２８００地区ガバナー   

    渡辺 清隆             第6ブロックガバナー補佐   

         渡部 保太郎 

：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡

長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  大滝徹 ・ 那須修

 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ 

   4 みんなのためになるかどうか 

中央ＲＣ 会長 沼澤岩夫 氏 

浅野敏明 会員 

    

回目の理事会が行われました。 

・酒井ガバナーより当クラブへの依頼の件 

・社会奉仕委員会より東日本大震災復興支援企画への補助金申

 

月のプログラムが承認されました。 

クラブ合同親善ゴルフコンペの案内 

月出席報告 横澤（寿）会員 

5 回）    

・皆出席者（出席免除会員は除く）20名 

井上晴雄、伊藤克也、五十嵐順子（3 回）、遠藤伴明 

徹、栗田正彦、佐藤 仁、斎藤圭央 

信、塚田弘一、手塚典雄、那須 修 

茂、横澤寿彦、渡辺清隆、渡部堅一 

   池田 德博 

   髙橋 敏行 

タスパークホテル℡0238-88-1833 

那須修 ・ 長澤修司 



 

☆ゲスト卓話 長井中央ロータリークラブ 

会長 沼澤岩夫 氏 

 

みなさんこんにちは。2014-2015 年の長井中央ロータリーク

ラブの会長を仰せつかりました沼澤岩男と申します。10 年ほど

前に長井ロータリークラブにて卓話をさせていただきました。 

この度は会長職としてこの場に立たせていただいております。 

 

まずは自己紹介ですが、1962 年（昭和 37 年）生まれで今年

52 歳になります。8月 15 日に孫が生まれたばかりの 7 名家族で

す。40 年間産廃処理業の商売を行っており、解体業も行ってお

ります。15 名の従業員がおります。 

 

私自身、ロータリーに入会して 5 年目。長井中央ロータリー

クラブは現在 21 名で活動しております。今年 24 年目を迎えま

した。 

「支えあう・つなぐ・前進するロータリアン」という今年度の

テーマを考えました。このテーマは先輩がいて自分がいる、他

クラブとのつながり、これから先につなげていけるようにとの

意味があります。 

そして、重点目標を 4つ掲げました。 

１．全員でのメイク旅行。9 月に多賀城ロータリーに予定しま

した。 

２．移動例会を行いたい。ゲストをお呼びしての外部卓話や職

場訪問を行いたい。 

３．会員増強 2名の実現 

４．復興支援活動の継続 

 

 前田会長とは、15 年の付き合いで商工会議所青年部の先輩会

長でした。ロータリークラブを通して、またお付き合いできる

のは幸せだなあと思います。 

 皆様のご指導を仰ぎながら長井中央ロータリークラブもがん

ばっていくので宜しくお願いします。短い卓話ですが、以上で

終わります。ありがとうございました。 

 

 

☆次回例会予定 

・会員増強委員会担当 ゲスト卓話 地区会員増強委員 

    

    

    

☆出席報告 

8 月 19 日例会 報告者：横澤（寿）会員 

 
会員数 

(免除)   

出席数 

(免除) 

出席率 MU数 
修 正

出 席

数 

修 正 

出席率 

本 日 31(2) 20(2) 64.52%     

前 回 

(8/12） 
  (休会）    

前々回 

(8/5) 
30(2) 17(0) 60.71% 3 20 71.43% 

 

＜ニコニコ BOX＞ 

・渡部 堅一 会員 

 ゲストを歓迎して 

・塚田 弘一 会員 

 ゲストを歓迎して。新入会員を歓迎して。 

・齋藤 喜内 会員 

 ゲストを歓迎して。新入会員を歓迎して。 

・堺 清一 会員 

 沼沢会長を歓迎して。浅野さんの入会を喜んで。 

・渡辺 亨 会員 

 苦節 7 年、ついにマイカーで一人で出席することが 

できました。 

・前田 昌信 会長 

 沼沢岩夫会長を歓迎して。浅野さんの入会を喜んで。 

・渡部 保太郎 会員 

 北中 2 年の孫がソフトボールで県一位になり、 

東北大会に行って戦いましたが優勝できません 

でした。 

・齋藤 裕之 会員 

 ゲストを歓迎して。新入会員を歓迎して。 

渡辺亨さんのマイカー運転出席を祝って。 

・斎藤 慎治 会員 

・那須 修 会員 

・長井中央ロータリー 会長 沼沢岩夫 氏 

 

＜本人誕生日＞ 

・前田 昌信 会長  24 日 

・大山 友規憲 会員 17 日 

・斎藤 慎治 会員  16 日 

 

＜奥様誕生日＞ 

・斎藤 慎治 会員  27 日 

・那須 修 会員   17 日 

 


