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■例会日／2013年10月31日（木） ■開会点鐘／12：30
■会 場／ホテル
［辰巳屋］8F
福島ロータリークラブホームページ

10月は
「職業奉仕月間」
です

【事務所】福島市栄町5の1 ホテル辰巳屋 7F 【例会日】木曜日12：30 【例会場】ホテル辰巳屋 8F
【TEL】
024-524-1010 【FAX】024-524-1011 【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp

http://www.f-rotary.com/

第 17 回 会長挨拶

例 会 次 第

2013-14年度 会長

紺野 晴郎
本日は、私にとって待ちに
待ったゲストスピーカーです。
来月より福島競馬が開催さ
れます。福島ロータリークラブには競馬を楽しむロータ
リアンの会があり、競馬をこよなく愛する会員が多くお
ります。サラブレッドの豪快な走りとその走る姿の美し

ゲストスピーチ
福島民報社編集局 競馬担当

紺野晴郎 会長
開会点鐘
ロータリー・ソング
「福島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー

菅野

幹事報告
各委員会報告

度です。それに比べて、日本の中世の馬は体高 130 セン
チメートル、体重は 300 キログラム程度しかなかったそ
うです。

◎本日のプログラム
閉会点鐘

さて、話は戻って福島競馬の秋競馬。高橋利明様のス
ピーチを聞いておおいに楽しみたいですね。

お客様並びに来訪ロータリアン

●ゲストスピーカー
福島民報社編集局 競馬担当

高橋利明 様

●ビジター

大橋 廣治 PG
（福島南 RC）

晋 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
会長あいさつ

さは何物にもたとえようのないものです。
馬が昔からそうだったのかというと、日本の馬は小さ
く、ポニーと同型であったそうです。サラブレッドの体高
は 160 センチメートル程度で、体重が 500 キログラム程

この小型馬に鎧兜と武器を持った武者を合わせて 90
キログラム以上の人間を乗せて戦うのですから、時速は
4 キロメートル程で 200 〜 300 メートル走ったら馬は
疲れてしまうでしょう。
世界最強のジンギスカンのモンゴル馬も日本同様だっ
たそうです。また、騎馬隊より足軽歩兵の方が早かったの
で、戦場では騎馬武者の前に足軽がいたそうです。テレビ
や映画では勇壮果敢な騎馬戦のシーンがありますが、実
際とは大きく違うようですね。

高橋 利明 様

紺野晴郎 会長

─食 事─
日比野恒夫 幹事

●プログラム・ニコニコ BOX 小委員会
ニコニコ BOX 担当

安藤健次郎 委員
紺野晴郎 会長

例会プログラムのご案内
12：30 〜「辰巳屋」
■ 11 月 14 日（木）
・新会員スピーチ 農林中央金庫福島支店長 有田吉弘会員
＊プログラム紹介 ＊「友」11 月号紹介 ＊血圧測定
■ 11 月 21 日（木）→ 17 日（日）に変更
いわき明星大学
「RI 第 2530 地区 地区大会」
12：30 〜「辰巳屋」
■ 11 月 28 日（木）
・地区大会報告

幹事報告

日比野恒夫 幹事

例会変更のお知らせ
●市内クラブ例会変更のお知らせはあ
りません。
●当クラブ次週例会は、プログラムを変更致します。
マリキナ RC が来訪されますので、通常昼の例会で
は双子クラブ調印式を執り行い、夜 7 時より辰巳屋
において歓迎懇親会を開催致します。会員の皆様に
は、FAX にてご案内を差し上げておりますのでご確
認の上、ご出席をお願い申し上げます。
その他のお知らせ
、原町市にて開催されました「原町
● 10 月 26 日（土）
RC 創立 50 周年記念式典」に、会長代理で幹事が出
席してまいりました。
● 11 月のロータリーレートも変わらず、1 ドル 100
円のお知らせがきております。
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ
福島民報社編集局 競馬担当

高橋 利明 様
下：2013年10月27日
（日）
福島民報掲載記事
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11月2日
（土）
「
、競馬を楽しむロータリアンの会」
が開催されました

〈ゲスト紹介〉
佐藤 彦一 様

市川 裕一 様

高橋 亮一 様

佐藤 隆裕 様

松浦 芳樹 様

佐藤久美子 様

佐藤 孝子 様

佐藤 羽空 様

相澤 敏之 様

佐藤 璃空 様

直様

奥山

新会員入会式

㈱フォーピース専務取締役

菅沼
裕様
…紹介／紺野会長

菅野晴隆 会員

本年 4 月 1 日に改正労
働 契 約 法 18 条（ い わ ゆ
る無期転換制度）が施行
されました。この制度は、
平成 25 年 4 月 1 日以降の日を契約期間
の初日とする有期労働契約について、同
一の使用者との間で締結された二以上
の有期労働契約の契約期間の通算期間

ニコニコBOX報告
▶紺野 晴郎 会長
今日は待ちに待った高橋様のスピー
チです。これで福島の秋競馬も楽し
安藤健次郎 委員
みになりました。
▶日比野恒夫 幹事
高橋利明様の当たる馬券の予想、期待してます。
▶大橋 廣治 様
メークアップさせて頂きます。他クラブ訪問させて頂く中
で、やはり福島 RC さんは、一番格調高い例会と感じます。
▶菅沼
裕 新会員
この度、福島ロータリークラブに入会させていただきま
した有限会社フォーピース菅沼 裕です。諸先輩方にロー
タリー精神を教わりしっかりと活動していきたいと思い
ます。宜しくお願い致します。
▶加藤 義朋 会員
他に
安藤健次郎／内池
浩／海野 卓哉／江花
亮／児玉
高橋
聡／田沼紀美子／坪井 大雄／中島 健至／箱岩
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が５年を超えることとなる労働者が、期間の定めのない労働
契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申込みを承諾
したものとみなすという制度です。実際に大きな影響が出て
くるのは５年後からということになりますが、使用者として
は、有期契約労働者について、契約更新をしない扱いを明確
にするか、逆に無期雇用を見据えて人材の登用や就業規則等
の整備を進めていくか、今から十分な検討を行う必要がある
と思われます。

本日のニコニコBOX投入額 25件

¥53,000

累計

¥834,000

ゲストスピーチ高橋利明様のスピーチに期待します。新
会員菅沼 裕様を歓迎致します。
▶後藤 忠久 会員
皆様のご支援のお陰をもちまして、福島ユナイテッド FC
の J3 入りが来月の J リーグ理事会で決定することになり
ました。誠にありがとうございました。
▶白岩 康夫 会員
福島民報社の高橋利明様のゲストスピーチを楽しみにし
ております。
▶幡
研一 会員
菅沼様の入会を歓迎して。高橋利明様のスピーチを聞い
て ､ 競馬の楽しみ方を勉強します。
▶森川 英治 会員
先週末久しぶりに福岡へ行ってきました。何年ぶりかで
博多ラーメンをはしごして満腹になりました。
健夫／小林 仁一／古俣
猛／佐藤
偉／牧野 吉晃／八巻 恵一
今週号の編集長

英典／茂田

士郎

右近 八郎 会員

