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ウィンザー・ローズランドＲＣ（カナダ・オンタリオ州） 

 

飯坂ロータリークラブ ゴルフコンペ 
令和４年１０月１０日（月） パーシモンカントリークラブ 午前９時７分スタート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

第 11回 [ 3083 ]回目 例会報告  令和４年 (2022）１０月１０日（月） 
                    出席委員会報告 

 例会場変更 【遊乃里】 １３日例会振替  
 

家 族 同 伴 晩 酌 例 会 
 
◆開会点鐘  石川邦俊 会長                             
 

◆お客様紹介 ❁吾妻一夫、安斎忠作 各会員の奥様 
 
【 10月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１０月 １２日  渡辺由美子様 （哲也会員）     
１０月 １４日  鈴木あ典子様 （正実会員）  
１０月 １７日  菅野あ征子様 （浩司会員）      

 
◆会長の時間 

皆さん、ゴルフコンペお疲れ様でした。只今、奥様方のご紹介がございましたが、今日はご参加をいただきまし

て、ありがとうございます。本当は、うちの女房も連れてくる予定でしたが、今日は孫の誕生日ということだった

もので申し訳ございません。次回は連れてまいりたいと思います。それでは、この後には表彰式もございますの

で、早速、油井親睦委員長の方に、バトンタッチをしたいと思います。皆さん、今晩はよろしくお願いいたします。 
 
◆出前教室についての報告 渡辺達也 委員長 

 皆さん、こんばんは。１０月７日の金曜日午後３時から、福島北高等学校へ出前教室の打ち合わせに行ってまい

会員総数 39 名  

出席会員 17 名  

欠席会員 22 名 

出席率  43.59% 
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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 

 

[１組] 鈴木義明会員、石川邦俊会員、服部裕一会員、菅野浩司会員 
 
[２組] 千葉政行会員、伊堂里佳会員、渡辺哲也会員、斎藤孝裕会員 
 
[３組] 渡辺達也会員、生田目正志会員、高田薫会員、鈴木正実会員 
 
[４組] 紺野容樹会員、鈴木重忠会員、西條博之会員、斎藤等会員 

地区スローガン 

情熱 行動 

感動 共有 
地区重点目標 
１．DEI を取り入れ
た会員増強拡大 
２．よりインパクト
のある奉仕 
事業の実践 

３．活動の情報 
発信 

４．ネットワークの
構築 

5.ポリオ撲滅 

１０月は経済と地域社会の月間【米山月間】 

＜ ゴルフコンペ成績発表 ＞ 

優 勝 鈴木  重忠 会員  第  ９位 菅野  浩司 会員 

準優勝 鈴木  義明 会員  第１０位 千葉  政行 会員 

第３位 渡辺  達也 会員  第１１位 西條  博之 会員 

ベストグロス  第１２位 斎藤  孝裕 会員 

第４位 鈴木  正実 会員  第１３位 斎藤 等   会員 

第５位 石川  邦俊 会員  第１４位 生田目正志 会員 

第６位 紺野  容樹 会員  第１５位 伊堂  里佳 会員 

第７位 高田  薫   会員             ブービー賞 

第８位 渡辺  哲也 会員  第１６位 服部  裕一 会員 



りました。石川邦俊会長と紺野容樹幹事、私と鈴木正実副委員長で行ってまいりました。これから、講師の打診や

日程調整などの打ち合わせをしまして、北高の教頭先生にご連絡する予定です。よろしくお願いいたします。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 伊堂里佳 小委員長 【合計３９ｓ】 

石川  邦俊 会員 ５ｓ 今日は天気に恵まれ楽しくゴルフ出来ました。皆さん、ご苦労様でした。 
紺野  容樹 会員 ３ｓ ゴルフおつかれ様でした。遊乃里さん、お世話になります。 
安斎  忠作 会員 ３ｓ ゴルフコンペ、御苦労様でした。妻共々参加させてもらいます。 
千葉  政行 会員 ３ｓ ・ゴルフコンペ、おつかれ様でした。・聖光学院東北大会一回戦勝ちまして、利府６―９聖光。 
佐藤  真也 会員 ３ｓ 欠席おわび お酒 
鈴木  重忠 会員 ３ｓ ゴルフコンペ、おつかれ様でした。夜間例会お世話になります。 
生田目正志 会員 ３ｓ 里佳ちゃんかわいい♡ 
渡辺  達也 会員 ３ｓ 今日はお世話になりました。遊乃里さん、お世話になります。 
油井  明則 会員 ３ｓ ゴルフコンペ、おつかれさまでした。晩酌例会に参加していただきありがとうございます。 
鈴木  義明 会員 ２ｓ ゴルフコンペ、おつかれ様です。夜間例会、遊乃里さんお世話になります。 
伊堂  里佳 会員 ２ｓ 久しぶりのコンペ、メンバーに恵まれて、雨でしたがとてもたのしかったです。 
西條  博之 会員 ２ｓ ゴルフコンペ、おつかれ様です。前回、職場訪問欠席おわび 
斎藤  等   会員 ２ｓ みな様、お久しぶりでございます。今日のゴルフ楽しかったです。 
渡辺  哲也 会員 ２ｓ ゴルフコンペ、おつかれ様でした。千葉さん、斎藤さん、伊堂さんに感謝です。 

◆閉会点鐘  会長 
 
【油井明則親睦小委員長 挨拶】 今日は皆さん、本当にお疲れ様でした。私もゴル

フをやりたいとは思っているのですが、なかなかできないということで、次回の私の会

員スピーチの時にでも、いろいろとお話をしてみたいと思います。今日は皆さんにご参

加をいただきまして、ありがとうございました。この後は表彰式もございますので、す

ぐに始めたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 
 
 
 

油井親睦小委員長あいさつ     乾杯は斎藤孝裕会員 

懇親会 


