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な福島県で仕事をさせて頂きました。池田新会長の下、郡山RCの益々
のご発展をお祈りしております。

　この度は歴史と伝統のある郡山RCにご承認頂きま
して、誠にありがとうございます。平成19年１月に帝国データバンクに入
社しまして、今回初めて転勤ということで郡山支店に配属になりました。
福島県は弊社のデータで、震災以降転出企業と転入企業を比べますと
約24社転出が増えています。福島県の魅力を少しでもアピールできるよ
うに一助となればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　新城義雄君、大野勝久君

　西迫耕一郎さんのご紹介を申し上げます。職業分
類は情報サービス。生年月日は昭和49年４月３日。最
終学歴は東洋大学をご卒業されております。ご家族

は奥様と小学生のお嬢様。趣味は野球観戦と大相撲観戦であります。

会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。本年度郡山RC会長を仰せつか
りました池田達哉でございます。１年間宜しくお願い致
します。歴史と伝統ある郡山RCの会長の重責に、今、

非常に足下がふわふわしております。昨年度同様に、月初の第１例会で
は、お誕生日と結婚記念日の月の会員の方を前の席にご着席を頂いてお
ります。実はこれは当クラブのスポンサークラブであります東京RCの慣例
になっていることを踏襲させて頂いております。
　皆様に最初にお伝えしておきたいのは、このコロナ禍の中でロータリー
を運営していく、かなり不安定な１年になると予想される事と、この一年何よ
りも会員の皆様へのウイルスへの感染や拡大防止への最善を尽くしてい
く事をお約束したい、ということです。
　本日、第１回目の役員・理事会が開催されました。残念ですが退会会員
のお知らせを致します。㈱常陽銀行郡山支店支店長の秋山謙さん、福島
テレビ㈱郡山総支社長の石見貞治さん、㈱JTB福島支店支店長の浜田
正隆さんです。次に出席免除者ですが、今年度対象となるのは26名いら
っしゃいました。その中で出席免除希望者が14名、引き続き競争を続ける
という方が12名の方です。地区の方からの要請で例年研修リーダーとIT
委員長を決めさせて頂いております。今年度は研修リーダーに初瀬照夫
さん、IT委員長に酒井良胤さんをご指名し理事会で承認されました。

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

佐藤　聡君ロータリー情報委員長

新入会員挨拶
㈱帝国データバンク郡山支店 　　　　　　　

支店長　西迫耕一郎君

　約２年間郡山のロータリアンとして活動させて頂きま
してありがとうございます。また、歴史と伝統と格式の

高い郡山RCの会員となれたことを非常に誇りに思っております。大好き

退会会員挨拶
㈱常陽銀行郡山支店 支店長　秋山　謙君

　昨日よりガバナーに就任致しました。今年の場合は、
コロナがどのような形で第二波・第三波というのがある

かわかりませんので、とにかく前倒しで頑張って参りたいと思っています。
来週からガバナー公式訪問に出かけて参ります。郡山RCが一番最後と
いうことで、11月19日までかかります。オール郡山でお支えて頂いて、さす
が郡山のガバナーは違うよというようなところを、しっかりと表して参りたい
と思いますので、皆様方のお力添えを心からお願い申し上げます。

ガバナー挨拶
石黒秀司ガバナー

　7月30日に納涼会を行います。郡山ビューホテル11
階ステラートに於きまして開催させて頂きます。第１回

親睦ゴルフコンペを８月19日ボナリ高原ゴルフクラブで開催致します。ご
参加頂ければと思います。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

新会員紹介 大野勝久君

　菅野秀士君のご母堂様が昨日お亡くなりになりまし
て、７月４日18時より伊野積善社でお通夜、７月５日13
時より伊野積善社に於いて告別式です。

幹事報告 佐藤政弘幹事

会長、幹事バッチ交換

関根　信パスト会長から
池田達哉会長へ

堀川紀房パスト幹事から
佐藤政弘幹事へ

　1日／村上康雄君 　2日／石井敏久君
　3日／酒井良胤君 　9日／田島茂樹君
19日／橋本謙一君 21日／幕田宙晃君
26日／滝田金之介君
28日／阿部賢輔君、安藤紀彦君

7月誕生日祝い

　1日／村上康雄君 　7日／遠藤大助君
7月結婚記念日祝い

総員／99名　出席／59名　欠席／40名
出席率／59.60％　前回修正率／100％

安藤紀彦委員長出席報告

　クラブ会報委員長を務めます幕田です。一年間、読みやすい会報をモ
ットーに頑張ります。

クラブ会報委員会から一言

　来週、再来週は、役員・理事・委員長の就任あいさつ
となります。担当の方は、出席をお願いいたします。23日

は海の日で休会、翌週は納涼会です。
8月は1週目と3週目に会員卓話です。8月13日はお盆休みです。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

別紙配布資料の通りです。

2019～2020年度
年間100％出席者

橋本謙一　前年度出席委員長

◎本年１年間、宜しくお願い致します。 池田達哉君
◎今年１年、宜しくお願いします。失敗しても笑って許して下さい。
 佐藤政弘君
◎池田会長、佐藤幹事、１年間楽しんで頑張って!いよいよガバナー年
度始まりました。力を入れて、できる以上に頑張ります。会員の皆様の
お力添え、宜しくお願い致します。 石黒秀司君

◎池田丸の出航を祝して！池田君「らしく」ガンバッテ! 関根　信君
◎１年間、ありがとうございました。 堀川紀房君
◎親睦やります。１年間宜しくお願いお願い致します。 矢部浩樹君
◎池田会長、佐藤幹事さん、おめでとうございます。１年間宜しくお願い
致します。

 太田　宏君、石井敏久君、神山英司君、高橋孝行君
 鈴木禎夫君、伊野泰司君、有賀隆宏君、平松敏郎君
 山口松之進君、遠藤喜志雄君、遠藤友紀晴君、前田泰彦君
 安倍元雄君、中原喜範君、國津一洋君、鈴木則雄君
 佐藤　聡君、福島佳之君、湯浅大郎君、平栗俊昭君
 二瓶健一君、初瀬照夫君、根本鎮郎君、橋本　勝君
 大木勝浩君、今泉正規君、佐藤尚宏君、高橋裕一君
 橋本謙一君、村上康雄君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　さて、今年度のロータリーのテーマです
が、2020～2021年度RI会長ホルガー・ク
ナーク氏（ドイツ）は「ロータリーは機会の扉
を開く」をテーマとして掲げました。ロータ

リーは様 な々機会を与えてくれます。例えば、奉仕プロジェクトを実施し、や
り遂げる機会を与えてくれます。ロータリアンは寄付だけではなく、奉仕の理
念を行動へと移し、支援を必要とする人々の生活を向上する活動を行う、
そんな「機会」とするよう呼び掛けています。
　次に国際ロータリー第2530地区石黒秀司ガバナーの地区運営方針で
すが、その方針の中に「Participate and Enjoy ROTARY」とあります。
これは、石黒ガバナーが当クラブの会長年度にクラブ方針で掲げられた
テーマです。地区研修会では、「磨きあい自己成長の楽しさ、集える接点
の楽しさ、成果を上げる楽しさ」それぞれが、それぞれの立場でロータリー
をエンジョイしましょう、と述べられました。地区の重点活動目標の一つ一つ
については、今後の例会等でお伝えしていきたいと思います。地区研修会
での石黒ガバナーの言葉を、「会員皆で集い楽しむことこそロータリーで
ある」と私は解釈致しました。
　さて、今年は当クラブより石黒ガバナーを地区へ輩出する、メモリアルな
年です。そして創立85周年というメモリアルな年でもあります。本来ならオリ

クラブ運営方針
池田達哉会長

ンピックイヤーという年でもあったはずですが、それは叶わなくなりました。今
年度は、地区の事業に対して、クラブ会員総力を挙げて石黒ガバナーそ
して第2530地区を盛り上げていかなければなりません。それは、私たち郡
山クラブの使命であると思っています。東北で最初に発会した85年の歴
史と伝統を持つクラブである事、会員数100名を超えるクラブである事、福
島県あるいは郡山のリーダー的クラブである事を常に念頭に置き、すべて
の会員の皆様に対し、地区活動への絶大なるご支援ご協力をお願いし
たいと思います。
　さて、ここからは私のクラブ運営方針、「所信」になります。今年度のクラ
ブの年間テーマは「融合」です。ロータリークラブは、「個性」の「融合」と
考えます。揺るがない「85年の歴史と伝統」と、時代と共に常に進化する
「新しい感覚」。伝統を守る事と、変化を起こす事、相反することが混在す
るのは、当クラブの「個性」でしょう。過去と未来が見事に「融合」している
クラブでありたいと思います。「Respect & Imagine」歴史と伝統に「敬
意」を表し、未来のクラブの姿を「想像」していきましょう。また、100名を超え
る会員の、それぞれの職業とその経験によって得られた「人生観」や「倫
理観」、「奉仕への行動」は、職業人として、人としての「個性」であります。
様々な「個性」が「融合」するから、ロータリーの歯車は回り続けるのだと
思います。そしてまさに、石黒ガバナーの言うところの「集い楽しむ」事、親
睦を通して「仲間と共に楽しむ」事こそがロータリーの歯車を動かす原動
力でしょう。
　私は、ロータリークラブは「人生を楽しむ仲間づくりから生まれた」と、思っ
ています。「食」を共にする時間を共有するのが「仲間」（英companion）で
す。会員同士が「飲食」を共にする「例会」「親睦会」を大切にしていきたい
と思います。より多くの会員に、参加し楽しんで頂けるよう取り組んでいきたい
と思います。私自身、ロータリーに入会させて頂き多くの学びがあったと思っ
ています。郡山クラブの先輩や後輩、仲間がいる中で、「一人一人の会員
同士は平等の立場である」という基本理念をもつ「ロータリー」の集まりだか
らこそ、「気づき」があるのだと思います。それは、様 な々ロータリアンと出会え
た事によって得られた自らの「人間力の向上」による気づきだと思っていま
す。自分自身が、人として変化していることに気づくのです。私にとって、その
「気づき」中の一つが、「奉仕の精神の芽生え」であったと思います。こんな
自分でも世の中に対してできる奉仕があるのではないか？その奉仕の機会、
奉仕をするチャンスはもっとあるのではないか？そんな問いかけが自分にで
きるようになった事が、私自身ロータリーから得たものの一つです。
・ 「未来」の為に役に立つことをしよう
・ 世界のだれかの役に立つことをしよう
・ 地域「郡山」の役に立つことをしよう
そんな思いを込めながらこの1年間の会長職を務めていきたいと思います。
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親睦ゴルフコンペを８月19日ボナリ高原ゴルフクラブで開催致します。ご
参加頂ければと思います。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

新会員紹介 大野勝久君

　菅野秀士君のご母堂様が昨日お亡くなりになりまし
て、７月４日18時より伊野積善社でお通夜、７月５日13
時より伊野積善社に於いて告別式です。

幹事報告 佐藤政弘幹事

会長、幹事バッチ交換

関根　信パスト会長から
池田達哉会長へ

堀川紀房パスト幹事から
佐藤政弘幹事へ

　1日／村上康雄君 　2日／石井敏久君
　3日／酒井良胤君 　9日／田島茂樹君
19日／橋本謙一君 21日／幕田宙晃君
26日／滝田金之介君
28日／阿部賢輔君、安藤紀彦君

7月誕生日祝い

　1日／村上康雄君 　7日／遠藤大助君
7月結婚記念日祝い

総員／99名　出席／59名　欠席／40名
出席率／59.60％　前回修正率／100％

安藤紀彦委員長出席報告

　クラブ会報委員長を務めます幕田です。一年間、読みやすい会報をモ
ットーに頑張ります。

クラブ会報委員会から一言

　来週、再来週は、役員・理事・委員長の就任あいさつ
となります。担当の方は、出席をお願いいたします。23日

は海の日で休会、翌週は納涼会です。
8月は1週目と3週目に会員卓話です。8月13日はお盆休みです。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

別紙配布資料の通りです。

2019～2020年度
年間100％出席者

橋本謙一　前年度出席委員長

◎本年１年間、宜しくお願い致します。 池田達哉君
◎今年１年、宜しくお願いします。失敗しても笑って許して下さい。
 佐藤政弘君
◎池田会長、佐藤幹事、１年間楽しんで頑張って!いよいよガバナー年
度始まりました。力を入れて、できる以上に頑張ります。会員の皆様の
お力添え、宜しくお願い致します。 石黒秀司君

◎池田丸の出航を祝して！池田君「らしく」ガンバッテ! 関根　信君
◎１年間、ありがとうございました。 堀川紀房君
◎親睦やります。１年間宜しくお願いお願い致します。 矢部浩樹君
◎池田会長、佐藤幹事さん、おめでとうございます。１年間宜しくお願い
致します。

 太田　宏君、石井敏久君、神山英司君、高橋孝行君
 鈴木禎夫君、伊野泰司君、有賀隆宏君、平松敏郎君
 山口松之進君、遠藤喜志雄君、遠藤友紀晴君、前田泰彦君
 安倍元雄君、中原喜範君、國津一洋君、鈴木則雄君
 佐藤　聡君、福島佳之君、湯浅大郎君、平栗俊昭君
 二瓶健一君、初瀬照夫君、根本鎮郎君、橋本　勝君
 大木勝浩君、今泉正規君、佐藤尚宏君、高橋裕一君
 橋本謙一君、村上康雄君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　さて、今年度のロータリーのテーマです
が、2020～2021年度RI会長ホルガー・ク
ナーク氏（ドイツ）は「ロータリーは機会の扉
を開く」をテーマとして掲げました。ロータ

リーは様 な々機会を与えてくれます。例えば、奉仕プロジェクトを実施し、や
り遂げる機会を与えてくれます。ロータリアンは寄付だけではなく、奉仕の理
念を行動へと移し、支援を必要とする人々の生活を向上する活動を行う、
そんな「機会」とするよう呼び掛けています。
　次に国際ロータリー第2530地区石黒秀司ガバナーの地区運営方針で
すが、その方針の中に「Participate and Enjoy ROTARY」とあります。
これは、石黒ガバナーが当クラブの会長年度にクラブ方針で掲げられた
テーマです。地区研修会では、「磨きあい自己成長の楽しさ、集える接点
の楽しさ、成果を上げる楽しさ」それぞれが、それぞれの立場でロータリー
をエンジョイしましょう、と述べられました。地区の重点活動目標の一つ一つ
については、今後の例会等でお伝えしていきたいと思います。地区研修会
での石黒ガバナーの言葉を、「会員皆で集い楽しむことこそロータリーで
ある」と私は解釈致しました。
　さて、今年は当クラブより石黒ガバナーを地区へ輩出する、メモリアルな
年です。そして創立85周年というメモリアルな年でもあります。本来ならオリ

クラブ運営方針
池田達哉会長

ンピックイヤーという年でもあったはずですが、それは叶わなくなりました。今
年度は、地区の事業に対して、クラブ会員総力を挙げて石黒ガバナーそ
して第2530地区を盛り上げていかなければなりません。それは、私たち郡
山クラブの使命であると思っています。東北で最初に発会した85年の歴
史と伝統を持つクラブである事、会員数100名を超えるクラブである事、福
島県あるいは郡山のリーダー的クラブである事を常に念頭に置き、すべて
の会員の皆様に対し、地区活動への絶大なるご支援ご協力をお願いし
たいと思います。
　さて、ここからは私のクラブ運営方針、「所信」になります。今年度のクラ
ブの年間テーマは「融合」です。ロータリークラブは、「個性」の「融合」と
考えます。揺るがない「85年の歴史と伝統」と、時代と共に常に進化する
「新しい感覚」。伝統を守る事と、変化を起こす事、相反することが混在す
るのは、当クラブの「個性」でしょう。過去と未来が見事に「融合」している
クラブでありたいと思います。「Respect & Imagine」歴史と伝統に「敬
意」を表し、未来のクラブの姿を「想像」していきましょう。また、100名を超え
る会員の、それぞれの職業とその経験によって得られた「人生観」や「倫
理観」、「奉仕への行動」は、職業人として、人としての「個性」であります。
様々な「個性」が「融合」するから、ロータリーの歯車は回り続けるのだと
思います。そしてまさに、石黒ガバナーの言うところの「集い楽しむ」事、親
睦を通して「仲間と共に楽しむ」事こそがロータリーの歯車を動かす原動
力でしょう。
　私は、ロータリークラブは「人生を楽しむ仲間づくりから生まれた」と、思っ
ています。「食」を共にする時間を共有するのが「仲間」（英companion）で
す。会員同士が「飲食」を共にする「例会」「親睦会」を大切にしていきたい
と思います。より多くの会員に、参加し楽しんで頂けるよう取り組んでいきたい
と思います。私自身、ロータリーに入会させて頂き多くの学びがあったと思っ
ています。郡山クラブの先輩や後輩、仲間がいる中で、「一人一人の会員
同士は平等の立場である」という基本理念をもつ「ロータリー」の集まりだか
らこそ、「気づき」があるのだと思います。それは、様 な々ロータリアンと出会え
た事によって得られた自らの「人間力の向上」による気づきだと思っていま
す。自分自身が、人として変化していることに気づくのです。私にとって、その
「気づき」中の一つが、「奉仕の精神の芽生え」であったと思います。こんな
自分でも世の中に対してできる奉仕があるのではないか？その奉仕の機会、
奉仕をするチャンスはもっとあるのではないか？そんな問いかけが自分にで
きるようになった事が、私自身ロータリーから得たものの一つです。
・ 「未来」の為に役に立つことをしよう
・ 世界のだれかの役に立つことをしよう
・ 地域「郡山」の役に立つことをしよう
そんな思いを込めながらこの1年間の会長職を務めていきたいと思います。


