
　私もガバナー公式訪問の運転手兼カバン持ちで石黒
ガバナーに同行させて頂きました。日中が福島RC、夜が福
島21RC、ダブルヘッダーで行って来ました。他のクラブを
見て参加するということは、郡山RCがいかに素晴らしいク

ラブかということも分かります。私は今年度地区の資金委員長も仰せつかって
いるので、エレクトの職とダブルでこなして参ります。池田会長の背中を見て、
一生懸命やりたいと思いますので、1年間宜しくお願い申し上げます。

　石黒ガバナーの地区活動重点目標として、米山記念
奨学会に協力というものがあります。是非米山記念奨学
事業へ参加頂き、米山記念奨学生と接点をお持ち頂き
たいと思います。奨学生との接点で思わぬ学びを得るこ

とがあります。数値目標として普通寄付5,000円、特別寄付10,000円をお願い
します」とあります。米山記念奨学会は公益財団法人に認定されております。
個人の寄付も法人の寄付も税制優遇されます。また遺言による寄付も相続
税の軽減に繋がります。是非石黒ガバナーの後押しができるように、早々に
特別寄付をお願いしたいと思います。1年間宜しくお願い致します。

　私は今年で60歳になりましたが、私のイメージとしまして
はロータリー財団の委員長になる方は郡山RCでも重鎮
の方がお務めになるのかなと思っておりました。池田会長
のご指名ですので、これはしっかりやって参りたいと思っ

ております。財団の寄付は決して強制ではございません。私がそっと後ろから
背中を押させて頂きますので、どうかご寄付のご理解ご協力を頂きたいと思
います。石黒ガバナーの後方支援という意味合いもあろうかと思いますし、今
年は85周年ということで、郡山RCとしても記念すべき年だと思いますので、
速やかにご協力をお願いしたいと思います。1年間宜しくお願い致します。

　環境保全の方は10月の第一土曜日に猪苗代湖の清
掃に行って参ります。猪苗代湖から一番恩恵を受けてい
るのは郡山なんですね。ご参集をお願いします。研修委
員会の方では先日セミナーに行って参りました。他のクラ

ブの話しを聞きますと、そのうち分かると言って何も教えてくれないというのが
現状です。そして会長・幹事を受けて初めて恥をかかないよう勉強するという
のが、そのうち分かるの意味だと思います。研修委員としてロータリー情報ハ
ンドブックがあります。これを皆様に1冊ずつ差し上げます、9月に卓話の時間
を私に頂けるということなので是非参加して頂きたいと思います。1年間宜しく
お願いします。

　地区の会議に出席して参りました。毎年会議の中身は
同じで、とにかく誰でもいいから増強せよというような会議
が主だったようでした。そして当クラブに相応しい方はどう
いう方々かというと、今年の方針はまずコロナに罹ってな

いということが第一条件で、次に謙虚であることというのが条件なんだろうと
思っております。その謙虚であることというのが品格を作るという風に私は考
えております。皆様方に提案です。お願いしたいことは転勤族の会員の方々
に力を貸して頂きたいということです。転勤族の仲間の中で、郡山RCに入っ
てない方がいらっしゃったら是非ご紹介して頂きたい。次に40～50代の正に
現役として盛りである方 を々ご推薦願えたら幸いと思います。今年は石黒さ
んがガバナーですので、恥をかかすことのないように＋10名を当クラブに求め
られておりますので、会員増強はして行きたいと考えております。1年間宜しく
お願い申し上げます。

神山英司　会員増強委員長

　毎週発行される会報を通しまして皆さんに有意義な情
報と、例会の報告、次回の例会のご案内を1年間させて
頂きたいと思います。本年の新しい取組としましては、

幕田宙晃　クラブ会報委員長

　私の役割は月初にロータリーの目的を読み上げさせて
頂きまして、四つのテストを唱和するという役割と、あとは
入会1年未満の新入会員の皆様にホームミーティングの
開催の2点が主な役割となっております。今年はできれば

複数回行いたいと思っております。1年間宜しくお願いします。
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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。なかなか梅雨明けをせずにジメジ
メとした日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
本日も後程、各委員長さんから就任のご挨拶を頂戴致し

ます。今年度、地区の石黒ガバナー方針、重点目標に「ジョイントする委員
会」とあります。事業を一つの委員会でやることにこだわらず、横断的な委員
会活動をしていきましょう、とのことです。クラブにおいても委員会同士で共通
した事業、委員会の枠を超えた「協働」をお願いしたい。また、委員長さん副
委員長さんを中心に、委員会を開いて下さい。委員会を開いて各会員同士
の「融合」をお願いしたいと思います。　
　さて、一つ話題をお話ししたいと思います。私の世代が若い頃ですが、企
業に入社した時に先輩に指導された言葉に「報・連・相」があります。ご存知
だと思いますが報告・連絡・相談ですよね。仕事を覚えていく中で、それが大
事だとして指導され、自分が先輩になって上に立つようになると同じ言葉を使
って新人を指導した記憶があります。しかし、今の時代の新人教育に必要で
あり、部下の求める理想の上司像はホウレンソウならぬ「お・ひ・た・し」だそう
です。お分かりになりますか？「お」は「怒らない」、「ひ」は「否定しない」、
「た」は「助けてくれる」、「し」は「指示をしてくれる」だそうです。色 ご々意見
はあると思いますが、「ホウレンソウ」と「おひたし」がうまく機能している企業
がこれからの時代生き残るのかもしれませんね。

ポール・ハリスフェローバッジ伝達
ポール・ハリスフェロー　　
　　福島佳之君　有賀隆宏君
マルチプル・ポール・ハリスフェロー
　　初瀬照夫君（4回）
　　太田　宏君（3回）
　　関根　信君（1回）

役員・理事・委員長挨拶
福島佳之　会長エレクト

　5金融機関が5年に1度、幹事が回って来ます。私は運
良くいつも周年記念事業にあたります。先日は池田会長と
佐藤幹事に当銀行に来て頂きまして、会計理事としての
心構えをじっくりとレクチャーを受けてますので、会長の意

向を汲みながら会計理事をしっかりやって行きたいと思います。どうぞ宜しくお
願いします。

有馬賢一　会計理事

　国際奉仕委員会の定款細則を見ますと「当委員会は
本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄に於いて、そ
の諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるよう
な方策を考案し、これを実施するものとする」と記載されて

おります。今はグローバルな社会と言われております。グローバルというのは国
の境界がない、地球一つになって色んな活動がなされているということでありま
す。ところがよく考えますと、そのグローバルの活動というのは、今格差を生むと
批判されております。経済学では比較優位ということで、貿易をすることはお互
いにウィンウィンの関係あるということで貿易を進めます。しかしよく考えてみます
と、それは国際的な差異、つまり強者と弱者を利用しているということも言える
かと思います。本当にフェアな貿易というのを推進するという考え方もあるわけ
で、私達の国際奉仕委員会というのはきっと国際的なそういうギャップを埋め
るということなのではないのかなと思っております。是非宜しくお願い致します。

鈴木禎夫　国際奉仕理事・委員長

鈴木正晃　米山記念奨学会委員長

佐藤　聡　ロータリー情報委員長

　コロナが収まったわけでもなく非常に苦しい選択をしな
がらスタートして行くのかなと思っております。何をどこまで
できるのか、池田会長と共に考えながら、優しい笑顔で、
皆さんの寛容の心でクラブを盛り上げて行って頂きたいと

思いますので、どうか宜しくお願いします。

矢部浩樹　親睦活動委員長

　会長の思いを反映して、そしてまた月々の推進テーマ
に沿いまして、是非皆さんに有意義な時間を過ごして頂
けるように努めて参りたいと思います。既にお話をしたい、
時間を作って頂きたい、こういう人を呼びたいというお話

がボチボチ私に上がってきております。身近にお知り合いがいらっしゃいまし
たら、是非私に教えて頂ければと思います。今年のプログラム委員会の方針
と致しましては「他力本願」ということで、皆様方のご協力をどしどし承って参
りたいと思いますので、是非宜しくお願い致します。

伊野泰司　プログラム委員長

　会長から、委員会は一つではなく色 と々融合して新し
いことをやっていくということをお聞きしましたので、ITの方
は聡さんに、ウェブの方は幕田さんにおんぶにだっこで一
緒にやらせて頂きたいなと思いますので、1年間宜しくお

願いします。

酒井良胤　広報（IT）委員長

　会員の皆様方に於かれましては、是非当クラブに相応
しい人格・高潔・品行方正と思われる方で、この人がよか
ろうと思う人をご推薦下さい。お待ちしてます。

林　　誠　会員選考委員長

初瀬照夫　環境保全（研修リーダー）委員長

総員／99名　出席／55名　欠席／44名
出席率／55.56％　前回修正率／68.24％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

　本当であれば東京オリンピック開幕を迎えていたはず。コロナがあ
り、大雨があり、何が起きてもおかしくない世の中。社会の変化へ対応
していきましょう!（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言
◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
　 池田達哉君、佐藤政弘君

◎今年度、会計理事でお世話になります。 有馬賢一君
◎米山記念奨学金へのご協力をお願い致します。鈴木正晃君
◎本年度、環境保全委員長、研修委員、宜しくお願い申し上げます。
 初瀬照夫君
◎本年度、ロータリー情報委員長を務めます。1年間宜しくお願いします。
 佐藤　聡君
◎昨日、石黒ガバナーと二本松RCに行って参りました。ユーモアも沢山、
素晴らしいお話しでした。二本松RCの皆様にも温かく迎えて頂き、あり
がとうございました。　 大木勝浩君

◎本日、石黒ガバナーの二本松あだたらRC公式訪問に運転手カバン持ち
で出かけています。皆様にお会いできなくて残念ですが、勉強してきます!

 湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　来週は海の日の為に休会となります。再来週は納涼
会、夜の例会です。場所はビューホテル11階のステラート
で６時からです。

佐藤政弘幹事幹事報告

遠藤友紀晴　ロータリー財団委員長

〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319
〒963‒0111  郡山市安積町荒井字太夫場 24‒1

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240

◎本日は仙台に行くことにより、途中退席をお許し下さい。 前田泰彦君
◎今年1年、宜しくお願いします。 國津一洋君
◎母の葬儀では大変お世話になりました。 菅野秀士君
◎涼しい日が続いておりますが、皆様体調管理お気をつけ下さい。
 橋本謙一君

SNS・フェイスブックを利用させて頂きまして、グループページを作りました。そう
いったものを通じまして内外への発信も行っていきたいなと思ってます。1年
間宜しくお願い致します。
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会」とあります。事業を一つの委員会でやることにこだわらず、横断的な委員
会活動をしていきましょう、とのことです。クラブにおいても委員会同士で共通
した事業、委員会の枠を超えた「協働」をお願いしたい。また、委員長さん副
委員長さんを中心に、委員会を開いて下さい。委員会を開いて各会員同士
の「融合」をお願いしたいと思います。　
　さて、一つ話題をお話ししたいと思います。私の世代が若い頃ですが、企
業に入社した時に先輩に指導された言葉に「報・連・相」があります。ご存知
だと思いますが報告・連絡・相談ですよね。仕事を覚えていく中で、それが大
事だとして指導され、自分が先輩になって上に立つようになると同じ言葉を使
って新人を指導した記憶があります。しかし、今の時代の新人教育に必要で
あり、部下の求める理想の上司像はホウレンソウならぬ「お・ひ・た・し」だそう
です。お分かりになりますか？「お」は「怒らない」、「ひ」は「否定しない」、
「た」は「助けてくれる」、「し」は「指示をしてくれる」だそうです。色 ご々意見
はあると思いますが、「ホウレンソウ」と「おひたし」がうまく機能している企業
がこれからの時代生き残るのかもしれませんね。

ポール・ハリスフェローバッジ伝達
ポール・ハリスフェロー　　
　　福島佳之君　有賀隆宏君
マルチプル・ポール・ハリスフェロー
　　初瀬照夫君（4回）
　　太田　宏君（3回）
　　関根　信君（1回）

役員・理事・委員長挨拶
福島佳之　会長エレクト

　5金融機関が5年に1度、幹事が回って来ます。私は運
良くいつも周年記念事業にあたります。先日は池田会長と
佐藤幹事に当銀行に来て頂きまして、会計理事としての
心構えをじっくりとレクチャーを受けてますので、会長の意

向を汲みながら会計理事をしっかりやって行きたいと思います。どうぞ宜しくお
願いします。

有馬賢一　会計理事

　国際奉仕委員会の定款細則を見ますと「当委員会は
本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄に於いて、そ
の諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるよう
な方策を考案し、これを実施するものとする」と記載されて

おります。今はグローバルな社会と言われております。グローバルというのは国
の境界がない、地球一つになって色んな活動がなされているということでありま
す。ところがよく考えますと、そのグローバルの活動というのは、今格差を生むと
批判されております。経済学では比較優位ということで、貿易をすることはお互
いにウィンウィンの関係あるということで貿易を進めます。しかしよく考えてみます
と、それは国際的な差異、つまり強者と弱者を利用しているということも言える
かと思います。本当にフェアな貿易というのを推進するという考え方もあるわけ
で、私達の国際奉仕委員会というのはきっと国際的なそういうギャップを埋め
るということなのではないのかなと思っております。是非宜しくお願い致します。

鈴木禎夫　国際奉仕理事・委員長

鈴木正晃　米山記念奨学会委員長

佐藤　聡　ロータリー情報委員長

　コロナが収まったわけでもなく非常に苦しい選択をしな
がらスタートして行くのかなと思っております。何をどこまで
できるのか、池田会長と共に考えながら、優しい笑顔で、
皆さんの寛容の心でクラブを盛り上げて行って頂きたいと

思いますので、どうか宜しくお願いします。

矢部浩樹　親睦活動委員長

　会長の思いを反映して、そしてまた月々の推進テーマ
に沿いまして、是非皆さんに有意義な時間を過ごして頂
けるように努めて参りたいと思います。既にお話をしたい、
時間を作って頂きたい、こういう人を呼びたいというお話

がボチボチ私に上がってきております。身近にお知り合いがいらっしゃいまし
たら、是非私に教えて頂ければと思います。今年のプログラム委員会の方針
と致しましては「他力本願」ということで、皆様方のご協力をどしどし承って参
りたいと思いますので、是非宜しくお願い致します。

伊野泰司　プログラム委員長

　会長から、委員会は一つではなく色 と々融合して新し
いことをやっていくということをお聞きしましたので、ITの方
は聡さんに、ウェブの方は幕田さんにおんぶにだっこで一
緒にやらせて頂きたいなと思いますので、1年間宜しくお

願いします。

酒井良胤　広報（IT）委員長

　会員の皆様方に於かれましては、是非当クラブに相応
しい人格・高潔・品行方正と思われる方で、この人がよか
ろうと思う人をご推薦下さい。お待ちしてます。

林　　誠　会員選考委員長

初瀬照夫　環境保全（研修リーダー）委員長

総員／99名　出席／55名　欠席／44名
出席率／55.56％　前回修正率／68.24％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

　本当であれば東京オリンピック開幕を迎えていたはず。コロナがあ
り、大雨があり、何が起きてもおかしくない世の中。社会の変化へ対応
していきましょう!（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言
◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
　 池田達哉君、佐藤政弘君

◎今年度、会計理事でお世話になります。 有馬賢一君
◎米山記念奨学金へのご協力をお願い致します。鈴木正晃君
◎本年度、環境保全委員長、研修委員、宜しくお願い申し上げます。
 初瀬照夫君
◎本年度、ロータリー情報委員長を務めます。1年間宜しくお願いします。
 佐藤　聡君
◎昨日、石黒ガバナーと二本松RCに行って参りました。ユーモアも沢山、
素晴らしいお話しでした。二本松RCの皆様にも温かく迎えて頂き、あり
がとうございました。　 大木勝浩君

◎本日、石黒ガバナーの二本松あだたらRC公式訪問に運転手カバン持ち
で出かけています。皆様にお会いできなくて残念ですが、勉強してきます!

 湯浅大郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　来週は海の日の為に休会となります。再来週は納涼
会、夜の例会です。場所はビューホテル11階のステラート
で６時からです。

佐藤政弘幹事幹事報告

遠藤友紀晴　ロータリー財団委員長

〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319
〒963‒0111  郡山市安積町荒井字太夫場 24‒1

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240

◎本日は仙台に行くことにより、途中退席をお許し下さい。 前田泰彦君
◎今年1年、宜しくお願いします。 國津一洋君
◎母の葬儀では大変お世話になりました。 菅野秀士君
◎涼しい日が続いておりますが、皆様体調管理お気をつけ下さい。
 橋本謙一君

SNS・フェイスブックを利用させて頂きまして、グループページを作りました。そう
いったものを通じまして内外への発信も行っていきたいなと思ってます。1年
間宜しくお願い致します。


