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第14回 [ 3022 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１０月２９日（木） 
                    出席委員会報告 

飯坂ロータリークラブ 

家族同伴ゴルフコンペ 
パーシモンカントリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 例会場変更 【Golf＆Restaurant Bar Season】  
 

 

◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 

◆お客様紹介 ❁吾妻洋子様（一夫会員） 
 

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 11 月 2 日 二瓶 貢 会員 ♫♫♫♫♫ 
 
◆会長の時間 

今日は夜間例会にたくさんの会員の皆様、また、ご家族の吾妻様にお越しいただきまして

ありがとうございます。日中は毎年恒例の“飯坂オープンゴルフトーナメント”が開催され、

今日は素晴らしい天候にも恵まれて、日頃の皆さんの行いが良いからだと朝お話しさせてい

ただきましたが、実は１０月下旬は１年中で一番天気の良い日の確立が高いということで、

この日に設定していただいた親睦委員長のおかげでもあります。後ほど成績発表があると思

いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。私もここのところのストレスが発散

できるかと思ったのですが、逆にストレスのためて帰ってまいりました。やはり、練習しな

いとだめなのだなと感じました。次回のために練習して、また臨みたいと思います。この飯

坂のゴルフコンペですが、今日は平日で開催させていただきましたが、やはり、日曜日でないと参加できない会員

の方もおられますので、次は日曜日等で企画していきたいなと思っております。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 伊堂里佳 委員 【合計６７ｓ】 

菅野 浩司会員 １０ｓ 本日は家族同伴ゴルフコンペお疲れ様でした。夜間例会はシーズンさんにお世話になります。よろしくお願いいたします。 
鈴木 重忠会員 １０ｓ 本日は、シーズンを御利用ありがとうございます。コンペおつかれ様でした。 
佐藤喜市郎会員   ５ｓ ゴルフ楽しめましたか。シーズンさんお世話になります。 
鈴木 義明会員   ５ｓ 今日はたのしいゴルフ優勝させていただきましてありがとうご座居ました。 
吾妻 一夫会員   ５ｓ ゴルフ大変おつかれ様でした。シーズンさんお世話になります。 
生田目正志会員   ５ｓ 
大内 勝行会員   ５ｓ 今日はゴルフ楽しくできてありがとうございます。 
斎藤 孝裕会員   ３ｓ ゴルフコンペお疲れ様でした。鈴木重忠さん、お世話になります。 
千葉 政行会員   ３ｓ ・ゴルフコンペ楽しくできました。 ・全ホールオーナーでした。 
佐藤 真也会員   ３ｓ ゴルフお疲れ様でした。ご家族の皆様をお迎えして シーズンさんお世話になります。 
渡辺 達也会員   ３ｓ ゴルフお世話様でした。シーズンさんお世話になります。 

会員総数 39 名  

出席会員 26 名  

欠席会員 11 名 

出席率  70.27% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   石 黒 秀 司 

ガバナー補佐  佐久間 弘 行 

会   長     菅 野 浩 司 

幹   事     斎 藤 孝 裕 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

９：２２スタート 千葉政行会員、服部裕一会員、 
石川邦俊会員、鈴木義明会員 

９：３０スタート 鈴木重忠会員、菅野浩司会員、 
         斎藤孝裕会員、松﨑義将会員 
９：３８スタート 生田目正志会員、村上裕司会員 
         高田 薫会員 
９：４６スタート 渡辺達也会員、大内勝行会員 
         斎藤 等会員、紺野容樹会員 

米山月間・ロータリー学友参加推進週間 

地区重点活動目標 
１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。 
２．会員増強目標 
３．福島職業宣言成
文化 

４．青少年ショート
交換事業実施へ
の研究 

5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化 

6.ロータリー賞へ
の挑戦 

7.ロータリー財団
への理解と活用 

8.米山記念奨学会
への協力 

１０月は地域社会の 
経済発展月間 



紺野 容樹会員   ３ｓ ゴルフおつかれさまでした。Seasonさんお世話になります。 
斎藤 等 会員   ３ｓ 今日のゴルフ楽しかったです。 
村上 裕司会員   ２ｓ 本日はゴルフ大会おつかれさまでした。シーズン様お世話になります。 
松﨑 義将会員   ２ｓ 本日はゴルフおつかれ様でした。シーズンさんお世話になります。 

◆閉会点鐘   会長 
 

鈴木重忠 親睦委員長挨拶 本日は“飯坂オープン

ゴルフコンペ”お疲れ様でした。今回のコンペにあたりまして、

不手際があり申し訳ございませんでした。今日はシーズンをご利用い

ただきまして誠にありがとうございます。このコロナ禍で大変な時期に賑わいをいただきま

して、心より感謝を申し上げます。それでは、早速懇親会を始めさせていただきます。乾杯

のご発声を直前会長千葉政行会員にお願いいたします。 

 

乾杯 千葉政行 直前会長 それでは、準備はいかがでしょうか。今日は、

久々の福島での夜間例会です。ゴルフをやられた方は大変お疲れ様でした。私は、

今日は一人寂しくゴルフをやっておりました。今日は鈴木さん、石川さん、服部さ

んが前の方で打っていて、私はスコアが悪くてもずっと１８ホール、オーナーをや

らせていただきました。久々のゴルフコンペを楽しくやらせていただきました。あ

とはこれから、会長幹事が 4 カ月過ぎたので、どんどん飛ばしていくということで

す。皆さん、例会には必ず参加していただいて、会長の感動するスピーチを聞いていただければと思います。宜し

くお願いいたします。それでは、飯坂ロータリークラブの益々の発展と各企業のご繁栄、そして、今日のゴルフコ

ンペの優勝者に乾杯！ 

 

 
 
[優勝挨拶 鈴木義明会員]  今日は、よい天気の中でパー 

トナーにも恵まれまして、楽しくゴルフをやらせていただき 

ました。でも、私が優勝するくらいなら、飯坂ロータリーク 

ラブのレベルはまだまだ低いなと思います。皆さん、これか 

ら頑張って下さい。今日はありがとうございました。 
 
[準優勝挨拶 斎藤等会員] これもひとえにメンバーのおか 

げで、私の飯坂ロータリークラブのライバルは、千葉さん、 

しげちゃん、ことごとく調子が悪かったようでおかげさまで 

準優勝できました。なんといってもメンバーの方に恵まれて、 

楽しいゴルフができました。本当にありがとうございました。 

 

 

 
 
 
 

＜飯坂ロータリークラブ 
家族同伴親睦ゴルフコンペ＞ 

優 勝 鈴木 義明会員 

準優勝 斎藤 等 会員 

第３位 千葉 政行会員 

第４位 渡辺 達也会員 ベストグロス賞 

第５位 菅野 浩司会員 

第６位 松﨑 義将会員 

第７位 鈴木 重忠会員 

第８位 石川 邦俊会員 

第９位 高田 薫 会員 

第１０位 生田目正志会員 

第１１位 服部 裕一会員 

第１２位 斎藤 孝裕会員 

第１３位 紺野 容樹会員 

第１４位 大内 勝行会員   ブービー賞 

第１５位 村上 裕司会員 


