
　職業奉仕はロータリーの金看板とよく言われま
す。ただその一方で、世界標準で言うと職業奉仕
だけをこんなに重んじているのは日本のロータリー
だけだと時々言われるわけですけど、郡山RCはと

にかく職業奉仕金看板と思っておりますし、ロータリーの目的の第二
にもあるように、全ての役立つ仕事というものは非常に価値のあるも
のだということを相互に認識して、お互いに研鑽をしながら励まし
合って地域に世界に貢献して行こうじゃないかということがロータ
リーの活動の一番大事なところだろうと思います。私達はこの地域
の職業人の代表であるということに矜持を持って、この1年きっちりと
取り組んで行きたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

　横山大会場監督の助監督として1年間しっかり
とサポートして参りたいと思います。楽しい会にニコ
ニコとお迎え致します。品格とか格式とか私には合
いませんので、とにかく楽しく行いたいと思います。

1年間宜しくお願い致します。

　今年度の方針「個性の融合」ということを会長
が出しております。個性が融合する機会として、こ
の例会があると思ってますので、例会が楽しくそし
て正しく運営されるように常に心を配り、気品と風紀

を守る運営をして行きたいと思っておりますので、1年間宜しくお願い
します。

　副幹事として佐藤政弘君を頼りつつも、池田会
長を支えて行きたいと思いますので、1年間宜しくお
願い致します。

　青少年奉仕とは、インターアクト・ローターアクトと
は何ぞやと言うことで会長に聞いたところ、「余計な
ことはするな」と言われましたので、今年は1年間石
黒ガバナーを全面的に協力したいと思います。宜し

くお願いします。

橋本　勝青少年奉仕理事

　郡山RCの場合は何か郡山RCの中で奉仕活動
をしましょうということではなくて、それぞれ会社若し
くは個人で持ち帰って頂いて、それぞれの奉仕活
動をして、この会に集ってそれらの報告をしたり交

流を深めましょうということなんだろうと思います。しかしながら本年石
黒ガバナーを輩出しているクラブとしても、地区の動向を見ながら私

有賀隆宏社会奉仕理事

　今年はクラブの理事、地区では幹事ということで
スタートしました。ガバナー公式訪問は昨日からス
タートしました。昨日は福島中央RCでした。その中
でクラブ協議会があり、東京RCに移動例会で行く

という話になりましたところ、石黒さんが東京RCに行くと誕生会が前
の席でお祝いできるんですよ。それを郡山RCは去年と今年もそれを
承継しているというご紹介を頂きました。今度は地区として支えなく
ちゃならないと思いますので、引き続きご支援ご協力をお願いします。

 池田年度が出発したわけですけど、コロナに負け
ないように私ども全力でサポートしながら、色んな事
業に積極的に参加して行きたいと思っております。
2年後には健康な体でまたこの場に立てるように頑

張って参りますので、どうか1年間宜しくお願い致します。

佐藤尚宏副会長理事
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　私の祖父が郡山RCに所属しておりまして、12
代会長もさせて頂いております。そういった意味で私個人としては
里帰りしたような気持ちであります、どうか頑張って参りますので1
年間私共々宜しくお願い致します。

会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。今朝のニュースで九州始め
全国的に豪雨の被害が出ております。大変心配し
ておりますが、これ以上広がらないことを祈っており

ます。ご来訪のお客様をご紹介致します。国際ロータリー第2530地
区中央分区ガバナー補佐藤田弘美さん、中央分区分区幹事井上
厚さん（郡山アーバンRC）です。本日は昨年度の決算・今年度の予
算案を会員の皆様にお諮りしますクラブ総会を後程行います。宜しく
お願い致します。
　さて、ロータリー会員の三大義務は？という話を以前何かのセミナ
ーで聞いたことがあります。会費を払うこと、例会に出席すること、そ
してロータリーの雑誌を購読すること、というのがそうらしいのです
が、実はRIの定めるクラブ標準定款に於いて唯一「義務」という言
葉を使って定款に定められているのはこの雑誌の購読だけなんで
すね。定款第15条「ロータリーの雑誌」という項目の第1節「購読義
務。各会員は、機関雑誌を購読するものとする」とあります。「ロータリ
ーの友」という雑誌は世界の、また全国のロータリーの活動が載って
います。それを知るために読んでください。あなたがロータリアンとして
できる奉仕のヒントが載っています。だから会員は努めてこれを読ん
で下さい、ということだと思います。毎月第二例会では雑誌委員長の
今月の「ロータリーの友」の読みどころの紹介があります。宮川委員
長のデビュー戦です。後程宜しくお願い致します。本日は役員・理事・
各委員長の皆様に就任のご挨拶を頂きます。会員の皆様には今年
の委員会配属をご確認頂きたいと思います。

　収入の部が28 , 3 1 8 , 0 4 0円となり、前期比
1,046,320円の減となります。支出の部で委員会

予算を大幅に削減しております。各委員長の皆さん、少ない予算
で何とかご協力頂きたいと思います。
なお、支出の合計も23,318,040となります。（拍手・承認）

2020～2021年度予算（案）の件
佐藤政弘幹事

国際ロータリー第2530地区
中央分区ガバナー補佐

藤田弘美君

　各テーブルに使い捨てマスクケースを置かせて頂いております。
石井パスト会長より皆さんへということで、頂きました。
とても衛生的ですので、皆さんお使いください。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　収入の部は、今年度予算29,364,360円で執行

クラブ総会
2019～2020年度決算会計報告

堀川紀房前年度幹事

　私の職業は調査会社をやっております。会社の
社長さん達から依頼を受けて人事調査もやって
おります。宜しくお願いします。

中央分区分区幹事 井上　厚君

役員・理事・委員長挨拶
湯浅大郎職業奉仕理事

高橋孝行副S･A･A

関根　信理事

阿部充宏副幹事

　ロータリアンの義務としてまずロータリーの友を
読んで、雑誌委員長として皆様にロータリーの友

のご報告をするという責務を1年間果たして頑張って行きたいと思
いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
　「ロータリーの友」7月号を紹介いたします。
横組 　7頁　RI会長メッセージ
 20頁　ガバナーの横顔
 40頁　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　　　－日本のロータリー100周年－
 44頁　「ロータリー日本100年史」今年度中の発刊を予定
 56頁　いつでもどこでもロータリーの友　
縦組 　4頁　夢持ち続け日々精進
 57頁　連載コミック「ポール・ハリスとロータリー」

雑誌委員会報告・就任挨拶
宮川雄次委員長

　コロナ禍で出席依頼をするというのもなかなか難
しいとは思いますけれども、こういう時だからこそ皆さ
んで集まって近況報告をしたり、自分の職業の話しを
したり、例会の需要度は今だからこそ上がっていると

思います。皆さんで例会に出席して頂きますようお願い申し上げます。

総員／99名　出席／51名　欠席／48名　出席率／51.52％
前回修正率／71.76％　他クラブ出席／20名

安藤紀彦委員長出席報告

　クラブ会報委員会副委員長の阿部です。幕田委員長の下、良き会
報が発行出来ます様、頑張ります!!

クラブ会報委員会から一言

1年間ニコニコBOXのご協力、宜しくお願い致します。
◎例会御参加ありがとうございます。クラブ総会、宜しくお願い
します。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎今、総会において2019～2020年度の関根年度の事業と決算
が承認され、すべて完了しました。おめでとうございます。堀川幹
事もご苦労様でした。 安倍元雄君

◎藤田ガバナー補佐、井上幹事、ようこそ。藤田さん、健康に留意
され中央分区の架け橋になって下さい。ガンバレ! 関根　信君
◎今年、雑誌委員長を務めさせて頂きます。1年間宜しくお願い致
します。 宮川雄次君

ニコニコＢＯＸ委員会報告・
就任挨拶

橋本謙一委員長

〒963‒8002  郡山市駅前 2‒10‒15

㈱帝国データバンク郡山支店
支 店 長 西　迫　耕一郎

☎ 923‒2442　　922‒2669

〒963‒8014  郡山市虎丸町 24‒8
富士火災ビル 5F

アサヒビール㈱福島支社
支 社 長 松　宮　　勇

☎ 934‒2135　　934‒2075

　今年度10月24・25日に地区大会を開催する予
定にしておりましたけれども、コロナウイルスという
こともありましてパストガバナーで構成される諮問

委員会に提案をさせて頂きまして、4月3・4日に延期するということを
決定して頂きました。

太田　宏地区大会実行委員長

横山　大S･A･A

を含めて皆様に色々情報交換をさせて頂きたいと思いますし、皆様
からの情報も深くお待ちしておりますので、どうか1年間宜しくお願い
致します。

◎本年度、畏れ多くも職業奉仕委員長を仰せつかりました。皆様
のご協力を宜しくお願い申し上げます。 湯浅大郎君
◎10月24日・25日に開催の地区大会が、来年4月3日・4日に延期に
なりました。長い準備期間になりますが、宜しくお願い致します。
 太田　宏君
◎コロナに気を付けて頑張りましょう。 前田泰彦君
◎今年度もニコニコBOX、気合を入れて応援させて頂きます。昨
年度、深く反省しております。 大木勝浩君

◎本日も多くのニコニコBOX、ありがとうございました。
 橋本謙一君

額が30,787,291円となっております。実際のところは広告料収入
が196,000円の減、ニコニコBOXも196,000円の減ということで、
支出の部は、こちらも各委員会等々休会をしていた関係で全委員
会がマイナスで来ております。次年度繰越金は1,995,040円です。
（拍手・承認）
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のご報告をするという責務を1年間果たして頑張って行きたいと思
いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
　「ロータリーの友」7月号を紹介いたします。
横組 　7頁　RI会長メッセージ
 20頁　ガバナーの横顔
 40頁　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　　　－日本のロータリー100周年－
 44頁　「ロータリー日本100年史」今年度中の発刊を予定
 56頁　いつでもどこでもロータリーの友　
縦組 　4頁　夢持ち続け日々精進
 57頁　連載コミック「ポール・ハリスとロータリー」

雑誌委員会報告・就任挨拶
宮川雄次委員長

　コロナ禍で出席依頼をするというのもなかなか難
しいとは思いますけれども、こういう時だからこそ皆さ
んで集まって近況報告をしたり、自分の職業の話しを
したり、例会の需要度は今だからこそ上がっていると

思います。皆さんで例会に出席して頂きますようお願い申し上げます。

総員／99名　出席／51名　欠席／48名　出席率／51.52％
前回修正率／71.76％　他クラブ出席／20名

安藤紀彦委員長出席報告

　クラブ会報委員会副委員長の阿部です。幕田委員長の下、良き会
報が発行出来ます様、頑張ります!!

クラブ会報委員会から一言

1年間ニコニコBOXのご協力、宜しくお願い致します。
◎例会御参加ありがとうございます。クラブ総会、宜しくお願い
します。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎今、総会において2019～2020年度の関根年度の事業と決算
が承認され、すべて完了しました。おめでとうございます。堀川幹
事もご苦労様でした。 安倍元雄君

◎藤田ガバナー補佐、井上幹事、ようこそ。藤田さん、健康に留意
され中央分区の架け橋になって下さい。ガンバレ! 関根　信君
◎今年、雑誌委員長を務めさせて頂きます。1年間宜しくお願い致
します。 宮川雄次君

ニコニコＢＯＸ委員会報告・
就任挨拶

橋本謙一委員長

〒963‒8002  郡山市駅前 2‒10‒15

㈱帝国データバンク郡山支店
支 店 長 西　迫　耕一郎

☎ 923‒2442　　922‒2669

〒963‒8014  郡山市虎丸町 24‒8
富士火災ビル 5F

アサヒビール㈱福島支社
支 社 長 松　宮　　勇

☎ 934‒2135　　934‒2075

　今年度10月24・25日に地区大会を開催する予
定にしておりましたけれども、コロナウイルスという
こともありましてパストガバナーで構成される諮問

委員会に提案をさせて頂きまして、4月3・4日に延期するということを
決定して頂きました。

太田　宏地区大会実行委員長

横山　大S･A･A

を含めて皆様に色々情報交換をさせて頂きたいと思いますし、皆様
からの情報も深くお待ちしておりますので、どうか1年間宜しくお願い
致します。

◎本年度、畏れ多くも職業奉仕委員長を仰せつかりました。皆様
のご協力を宜しくお願い申し上げます。 湯浅大郎君
◎10月24日・25日に開催の地区大会が、来年4月3日・4日に延期に
なりました。長い準備期間になりますが、宜しくお願い致します。
 太田　宏君
◎コロナに気を付けて頑張りましょう。 前田泰彦君
◎今年度もニコニコBOX、気合を入れて応援させて頂きます。昨
年度、深く反省しております。 大木勝浩君

◎本日も多くのニコニコBOX、ありがとうございました。
 橋本謙一君

額が30,787,291円となっております。実際のところは広告料収入
が196,000円の減、ニコニコBOXも196,000円の減ということで、
支出の部は、こちらも各委員会等々休会をしていた関係で全委員
会がマイナスで来ております。次年度繰越金は1,995,040円です。
（拍手・承認）


