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「自己紹介」
大和証券㈱郡山支店
　　　　　 支店長　田島茂樹君
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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんばんは。今日は納涼会、夜の例会
ということで、たくさんお集まり戴き感謝申し上げ
ます。

　さて、今日は一点ご報告がございます。過日、東京立川RC本年
度会長横手好一会長より郡山RC宛に創立85周年と石黒ガバナ
ー就任のお祝いの文書が届きました。文書とともに、ご祝儀が送ら
れて参りましたのでご報告とさせて頂きます。さて、良い機会です
ので、この東京立川RCと郡山RCの馴初めと言いますか、関わり
についてお話したいと思います。始まりは震災後の2013年3月、当
時神山英司会長年度に、東京立川RCの東北復興支援事業「東
北の枝垂れ桜植樹事業」への、桜の苗木提供の申し入れがあり
ました。この事業は被災三県の桜を立川駅前に植樹し、その記憶
を広く市民にとどめ復興支援につなげよう、との事業でした。神山
パスト会長、当時の佐藤尚宏幹事が三春滝桜ゆかりの苗木を立
川へ送り、植樹イベントにも招待されました。その後、翌年、鈴木禎
夫会長年度に、東京立川RCの清水会長以下8名が郡山へ来訪
し、特に震災被害の酷く、壁がはがれ柱がむき出しになっている金
透小学校を視察し、仮設のプレハブ校舎で学んでいる震災後の
子供たちの現状を見て、昨年12月に立川で行っている立川RCの
事業「航空自衛隊中央音楽隊チャリティーコンサート」の益金を郡
山市に寄付することとなりました。チャリティーコンサートには、郡山
RCからも10数名で参加し、ロータリアンとして交流を持ちました。さ
らにその翌年、航空自衛隊中央音楽隊が郡山に来て頂き、星北
斗さんの星総合病院のメグレスホールでの小学生対象のコンサ
ートを開くまでの事業に発展していった、という経緯がございます。
立川と郡山の両クラブは、規模も歴史も非常に似ているのです
が、姉妹クラブとか友好クラブとかの縛りにとらわれることのないよ
うに、との互いの共通した配慮もあり現在に至っているわけです
が、今後も何かの機会にクラブとして交流することがあるだろうと、
私は思っております。

　地区ガバナー就任後、ずっと県内各地のRCを
公式訪問で回っておりました。12クラブを今日で終
了致しました。副幹事の方 を々中心に送迎のお手

伝いということで、本当に心から厚く御礼を申し上げます。そして皆
様方が異口同音に仰っているのが、やはり郡山RCに所属して本
当に良かったですよねという話なんです。やはり他クラブを見ること
によって、うちのクラブの歴史・伝統そして長い間醸し出されたこの
雰囲気を楽しむことができる、これが一番ですよという話を皆さん
がしているわけです。私も東北で一番最初にできたクラブはどこか
分かりますか？という話をするんですが、案外分からないですよ。だ
からこの地区が東北をリードする地区であり、そういった歴史を誇
りに思って1年間活動して参りましょうという話をしております。また
色 と々ご支援・ご協力を心からお願い申し上げます。

石黒秀司2530地区ガバナー

　いよいよ梅雨も明け、夏本番!!コロナ禍の中ではございますが、
新しい生活様式に合わせた2020年の夏を楽しんで参りましょう。
 （幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

◎本日納涼会、宜しくお願いします。
 池田達哉君、佐藤政弘君

◎お陰様で公式訪問12クラブ終了しました。久しぶりに郡山クラブ
楽しみます。 石黒秀司君
◎納涼会、宜しくお願いします。 高橋裕一君、高橋孝行君
◎納涼会、楽しみましょう。 前田泰彦君、橋本　勝君
◎納涼会、楽しみにしておりました。宜しくお願いします。
 有賀隆宏君
◎楽しくやりましょう! 丸山　弘君
◎Coolです! 鈴木禎夫君
◎本日は納涼会へお越し頂き、ありがとうございます。ごゆっくりお
楽しみ下さい。 大木勝浩君

◎本日は、今年度親睦委員会の初仕事となります。ご参加、有難う
ございます!初司会、頑張ります! 二瓶健一君
◎誕生日に美味しそうな品物が届きました。ありがとうございます。
 阿部賢輔君
◎仕入先の「青木工機」さんの青木誠君にロータリー入会を勧め
ています。皆様応援して頂けますよう、お願い申し上げます。
 初瀬照夫君
◎誕生祝い、ありがとうございました。美味しく頂きました。
 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　来週は鰻例会になりますので、また是非とも楽
しみにお越し頂ければと思います。

佐藤政弘幹事幹事報告

総員／99名　出席／52名　欠席／47名
出席率／52.53％　前回修正率／67.06％
他クラブ出席／13名

安藤紀彦委員長出席報告

〒963‒8004  郡山市中町 10‒14
 和久屋ビル２F

㈱JTB福島支店
支 店 長 浜　田　正　隆

☎ 932‒0657　　933‒6620
〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142

納涼会納涼会
会長挨拶 池田達哉会長
　今日九州はやっと梅雨明け宣言が出されたというこ
とで、郡山地方も今日は皆さんで暑く夏を呼び込むよう
な楽しい時間にして頂ければと思います。今日は親睦

活動委員会を中心に準備を頂きました。実はゲストに歌手の方をご準備
させて頂きましたが、爽やかな夏の夜に相応しい歌声が聞けると思いま
す。ごゆっくりお楽しみ下さい。

乾杯 新城義雄君
　郡山RCの益々の発展を祈念して乾杯を致します。
乾杯。

辻村結實子さん紹介
　2月6日生まれの神奈川県出身。3才から
ピアノを始め、高校生で作詞・作曲を始め
る。高３の時に地元ＦＭ局に自主CDを持
込み出演。卒業後、音楽の道に進み、2005
年「あと5分でいいから」でテイチクエンタテ
インメントよりデビュー。2006年オリコン「サビ
だけ.com」にて1000曲の応募の中から一
般投票1位獲得ユーザー特別賞受賞。
2014年12月より福島県に移住されていま
す。2015年3月11日福魂祭出演。2015年11
月KFB福島放送CM大賞イメージソングや
福島マツダCM出演、楽曲も提供されているということです。2016年ウェル
ズホームテーマソング「おうちにかえろう」を手掛ける。現在二児の母親で
もあり、是非皆様応援の程を宜しくお願いします。

親睦活動委員長挨拶
大木勝浩副委員長

　今朝納涼会ということで夏の装いを、タキシードに
しようか、もしくはこの格好にしようか大変悩んだんで

すが、やはり代表でこの半ズボンにさせて頂きました。本日は美味しいビ
ールを沢山飲んで頂ければと考えております。今日はシンガーソングライ
ターの辻村結實子さんに素敵な音楽を届けて頂きます。ごゆっくりお楽
しみ下さい。

ソングリーダー
佐藤政弘君

ソングリーダー
佐藤政弘君

中締め
福島佳之君
中締め
福島佳之君
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