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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。本日も、たくさんの会員の皆様
の例会へのご参加、誠にありがとうございます。先週
は、夜の例会納涼会へのご参加、誠にありがとうござ

いました。
　本日例会に先立ちまして、8月度の役員理事会が開催されました。主
な決定事項をお伝え致します。新会員の入会の決議がございましたの
でお諮りしたいと思います。常陽銀行郡山支店支店長の伊藤幹夫さ
ん。福島テレビ郡山総支社長の鈴木稔さんです。ご承認頂きますでしょ
うか。ありがとうございます。
　さて、私の職業は美容業ですが、その中の業務の一つにブライダル
があります。そこで、結婚に関する話題を一つお話します。日本では、結
婚をする事を「入籍」と言います。役場などに必要事項を書いた婚姻
届を提出する、一般的には婚姻により新しい戸籍を作るというのが日本
の婚姻制度です。二人の印鑑と紙一枚で決まってしまう簡単な手続き
です。かたや、アメリカではそもそも日本のような家族のつながりを基本と
するような戸籍制度はありませんので、個人同士の手続きを行います。
まず、管轄の事務所に出向き、結婚許可証（Marriage License）の申
請を行います。結婚許可証の有効期間内に、結婚式（Marriage 
Ceremony）を行います。結婚式には、オフィシアント（Officiant）と言わ
れる、式を執り行った人（治安判事や牧師、神父など、法律によって司
祭者として認可されている人）が必ず必要で、その後オフィシアントが
結婚許可証を事務局に提出し、婚姻が登録され婚姻証明書
（Marriage Certificate）が取得できる。日本に比べると、意外に面倒
な手続きが必要なのです。ところが、良いのか悪いのか、コロナ禍の影
響もあり、これらの結婚の手続きを全てオンラインで可能になったという
ことです。コロナのせいにして、なんとなく面倒な結婚の手続きを避けて
いたパートナーが、結婚に踏み切らない言い訳ができなくなってしまった
という話題でした。

　8月19日のゴルフコンペですが、まだ若干名余裕がございますの
で、出席されたい方はお申し込み下さい。8月27日、ナンスポビール園
で移動例会を開催させて頂きます。

佐藤尚宏会長ノミニー

移動例会
ナンスポビール園

次 回 第７回例会
令和2年8月27日㈭

　日暑い日が続きますが、会員の皆様におきましては、お体に十分お
気をつけて、この夏を乗り切って参りましょう。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

◎今年度東京立川RC第61代会長を拝命致します
横手好一、幹事木村眞人です。クラブを代表致

しまして、貴クラブ石黒秀司ガバナーご就任そして貴クラブ85周年
をお慶び申し上げ、遅くなりましたがお祝い申し上げます。貴クラブ
より頂いた桜の苗木は、年と共に大きくなり毎年3月に東北の枝垂
れ桜として記念碑の清掃も兼ね、地元の子ども達と共に震災の
ことを語り繋いでいます。コロナ禍、ロータリー活動も大変なことで
ございますが貴クラブの益々のご発展をご祈念申し上げます。

 東京立川RC
◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。鴨志田支店長、
卓話宜しくお願いします。 池田達哉君、佐藤政弘君

◎鴨志田さんの卓話を楽しみにしております。
 有賀隆宏君、伊野泰司君
◎数日前から、左足の甲が激痛に襲われております。しかしなが
ら、美味しいうなぎの魅力には勝てず、サンダルにて参加させて
頂きました。申し訳ありません。 大木勝浩君

◎毎年8月14日はあさか野夏祭り花火大会が開催されますが、今
年は中止といたしました。が、何かできないものかと実行委員会
有志が集まって検討しました。詳しくは言えませんが、是非8月
14日午後8時40分ごろ安積町の夜空を眺めてみて下さい。何
かが起こります。鴨志田支店長、ガンバレー。 橋本　勝君

◎うなぎ、ばんざい! 鈴木禎夫君
◎先週は辻村結實子が大変お世話になりました。 鈴木則雄君
◎結婚祝い、ありがとうございます。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／45名　欠席／54名
出席率／45.45％　前回修正率／100％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告

〒963‒8501  郡山市向河原町 159‒1

（公財）星総合病院
理 事 長 星　　北　斗

☎ 983‒5525　　983‒5526
〒963‒0725  郡山市田村町金屋字孫右エ門平89

㈱堀川環境セキュリティー
代表取締役 堀　川　紀　房

☎ 944‒9514　　944‒9524

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

ポール・ハリスフェロー認証状

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　6日／綾　哲志君 　9日／大島勝利君
11日／國津一洋君 17日／伊野泰司君
19日／高橋裕一君 26日／安藤澄男君

8月誕生日祝い

21日／酒井良胤君 31日／橋本謙一君
8月結婚記念日祝い

　改めまして、皆さんこんにちは。今年度幹事を務め
ます、佐藤政弘です。どうぞ宜しくお願い致します。
　今年は、いつもの年とは違い、総力を挙げて石黒
ガバナーを、２５３０地区を盛り上げる1年です。

また、来年の5月は郡山クラブ85周年もあります。更には新型コロナウィ
ルス対応と・・何が起こるか分からないような、ドキドキした１年になりそう
です。是非とも会員の皆様には今まで以上の、ご支援ご協力をお願い
したいと思います。
　池田会長の方針の中で、時間がなくて流してしまった部分に、私が
特に気に入って、共感した部分があります。ちょっとだけ紹介します。
『「ロータリーの会員は、「人」を知り、「人」とつながり、「人」に学ぶ。」
限られた時間の中で、誰かと共有出来る時を、大切に、有効にしましょ
う。楽しく大らかに、もっと繋がりましょう。』という一節です。私もそれを踏
まえて、親睦を大切にし、皆さんが楽しめる、楽しい、シンプルなクラブ
運営に努めてゆきたいと思います。それが、出席率の向上や、会員増
強につながればいいなと思います。そして、１年後に、役員理事の皆さ
んをはじめ、会員の皆さんから、本当に楽しい1年だった。と言ってもら
える様に、そして、会長からは、お前が幹事で良かったと言ってもらえる
よう努力してゆきたいと思います。どうぞ1年間宜しくお願い致します。

役員・理事・委員長挨拶
佐藤政弘　幹事

　職業分類は去年のRI規定審議会に於きまして、
今までは1業種1人でしたが、今度は枠が無くなりまし
て、1つの職業で何人も入っても良いという感じになり
ました。しかし郡山RCは前の原則である1業種1人

を守って参りたいと考えております。なぜそうかと言いますと、昔はテリト
リーがあったんです。その中から1つの職業のトップレベルの方をロータ
リーに迎え入れておったわけです。ですから皆さんは自分の職業のトッ
プレベルの方であるということを自覚して頂きたい。そしてそれが誇りに
思って頂きたいと思います。そして謙虚でなければならないというのが
現状です。今年1年もそのように考えます。宜しくお願い致します。

新城義雄　職業分類委員長

　今日皆様のレターボックスの中に、「新会員候補
者」という記入紙を入れておきました。本年度石黒
ガバナーを輩出しておりますので、石黒ガバナーの
方から10人純増してくれと言われております。できれ

ば今月中に50枚集めれば、その中の10～15人選別させて頂けたら
幸いです。

神山英司　会員増強委員長

　本日は会員卓話で、日本たばこ産業㈱郡山第一
支店支店長の鴨志田良明さんよりお話を頂戴しま

す。来週は休会です。20日は会員卓話で大和証券㈱田島支店長から
お話を頂きます。27日は移動例会でナンスポビール園で執り行います。

プログラム委員会報告、紹介
伊野泰司委員長

日本たばこ産業㈱郡山第一支店
支店長 鴨志田良明君

　4月から全面施行となりました健康増進法ということについてお話を
していきます。大きく分けますと、飲食店そしてオフィスや商業施設、更
には行政機関の業種もしくはその建物に分かれて法律の部分が変
わっています。
　2020年4月以降の新規店は、客席面積が100㎡、資本金が5,000

会員卓話

「改正健康増進法」

万円を超えるところは、喫煙エリアに対しては、未成年者（従業員も含
む）を立ち入らせてはいけない。そこの経過措置として、喫煙ブースを
設置することで認められます。まず喫煙の専用室は紙巻になります。
そちらについては飲食ができません。加熱式の電子タバコについて
は、加熱式タバコの専用室を設けることができます。そこでは飲食が
できます。言い換えますとお店に入って加熱式は吸いながら飲んだり
食べたりできますが、紙巻を吸いながらはできないというところが4月1
日以降の規店は該当になります。例えば焼肉屋さんで、未成年者が
入る家族連れはOKだという今までのお店は、その店はもう喫煙はで
きないという風になります。あとはバーやスナック、ここは本来の形で言
いますと、タバコの許可を得て対面販売を行う飲食店であるという所
がタバコを吸えるということです。
　次に事業所やオフィス、商業施設です。屋内に喫煙専用室を設置
することは可能です。但しそこの専用室で会議や飲食をしてはいけま
せん。加熱式の喫煙室を設置することは可能です。飲食店と同様に、
加熱式の専用室は飲食はできます。喫煙所の条件としては、出入り
口の風速が0.2ｍ/毎秒というものを確保しないと正規な空気の流れ
ができてないということになっています。こちらに関しても未成年を立ち
入らせてはいけません。屋外については、喫煙所を設置する事ができ
ます。宿泊施設の客室に関しては、今回の健康増進法の適用から除
外されてます。喫煙室と禁煙室の選択ができるということになります。
行政機関の屋内はほぼ作ってないという状況で、屋外に設置するこ
とができます。福島市は先日駅前の所が禁煙区域になって、喫煙所
が中合の方に移ったと報道されていました。そういった部分で禁煙区
域になると、飲食店で吸えないので外で吸おうと思っても、喫煙場所
が置けないということになって、なかなかその家で吸えないみたいな
条例ができています。海外では屋内は凄くうるさいです。日本以上に
殆ど吸えません。但し屋外は全部オープンなんですね。今回この健康
増進法の改正になったのも、大きく言うとオリンピックが一番の目的
だったんですね。海外の方がいらっしゃるので、屋内の規制を作った
んですが、いかんせん日本の場合は屋内よりは屋外から規制が始
まったもんですから、どんどん吸う所が無くなってきちゃって、結果街の
美化に影響が出てきています。もし何か皆様の事業所、お客様のとこ
ろでありましたら、私の方にお声掛け頂ければと思います。
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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

ポール・ハリスフェロー認証状

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　6日／綾　哲志君 　9日／大島勝利君
11日／國津一洋君 17日／伊野泰司君
19日／高橋裕一君 26日／安藤澄男君

8月誕生日祝い

21日／酒井良胤君 31日／橋本謙一君
8月結婚記念日祝い

　改めまして、皆さんこんにちは。今年度幹事を務め
ます、佐藤政弘です。どうぞ宜しくお願い致します。
　今年は、いつもの年とは違い、総力を挙げて石黒
ガバナーを、２５３０地区を盛り上げる1年です。

また、来年の5月は郡山クラブ85周年もあります。更には新型コロナウィ
ルス対応と・・何が起こるか分からないような、ドキドキした１年になりそう
です。是非とも会員の皆様には今まで以上の、ご支援ご協力をお願い
したいと思います。
　池田会長の方針の中で、時間がなくて流してしまった部分に、私が
特に気に入って、共感した部分があります。ちょっとだけ紹介します。
『「ロータリーの会員は、「人」を知り、「人」とつながり、「人」に学ぶ。」
限られた時間の中で、誰かと共有出来る時を、大切に、有効にしましょ
う。楽しく大らかに、もっと繋がりましょう。』という一節です。私もそれを踏
まえて、親睦を大切にし、皆さんが楽しめる、楽しい、シンプルなクラブ
運営に努めてゆきたいと思います。それが、出席率の向上や、会員増
強につながればいいなと思います。そして、１年後に、役員理事の皆さ
んをはじめ、会員の皆さんから、本当に楽しい1年だった。と言ってもら
える様に、そして、会長からは、お前が幹事で良かったと言ってもらえる
よう努力してゆきたいと思います。どうぞ1年間宜しくお願い致します。

役員・理事・委員長挨拶
佐藤政弘　幹事

　職業分類は去年のRI規定審議会に於きまして、
今までは1業種1人でしたが、今度は枠が無くなりまし
て、1つの職業で何人も入っても良いという感じになり
ました。しかし郡山RCは前の原則である1業種1人

を守って参りたいと考えております。なぜそうかと言いますと、昔はテリト
リーがあったんです。その中から1つの職業のトップレベルの方をロータ
リーに迎え入れておったわけです。ですから皆さんは自分の職業のトッ
プレベルの方であるということを自覚して頂きたい。そしてそれが誇りに
思って頂きたいと思います。そして謙虚でなければならないというのが
現状です。今年1年もそのように考えます。宜しくお願い致します。

新城義雄　職業分類委員長

　今日皆様のレターボックスの中に、「新会員候補
者」という記入紙を入れておきました。本年度石黒
ガバナーを輩出しておりますので、石黒ガバナーの
方から10人純増してくれと言われております。できれ

ば今月中に50枚集めれば、その中の10～15人選別させて頂けたら
幸いです。

神山英司　会員増強委員長

　本日は会員卓話で、日本たばこ産業㈱郡山第一
支店支店長の鴨志田良明さんよりお話を頂戴しま

す。来週は休会です。20日は会員卓話で大和証券㈱田島支店長から
お話を頂きます。27日は移動例会でナンスポビール園で執り行います。

プログラム委員会報告、紹介
伊野泰司委員長

日本たばこ産業㈱郡山第一支店
支店長 鴨志田良明君

　4月から全面施行となりました健康増進法ということについてお話を
していきます。大きく分けますと、飲食店そしてオフィスや商業施設、更
には行政機関の業種もしくはその建物に分かれて法律の部分が変
わっています。
　2020年4月以降の新規店は、客席面積が100㎡、資本金が5,000

会員卓話

「改正健康増進法」

万円を超えるところは、喫煙エリアに対しては、未成年者（従業員も含
む）を立ち入らせてはいけない。そこの経過措置として、喫煙ブースを
設置することで認められます。まず喫煙の専用室は紙巻になります。
そちらについては飲食ができません。加熱式の電子タバコについて
は、加熱式タバコの専用室を設けることができます。そこでは飲食が
できます。言い換えますとお店に入って加熱式は吸いながら飲んだり
食べたりできますが、紙巻を吸いながらはできないというところが4月1
日以降の規店は該当になります。例えば焼肉屋さんで、未成年者が
入る家族連れはOKだという今までのお店は、その店はもう喫煙はで
きないという風になります。あとはバーやスナック、ここは本来の形で言
いますと、タバコの許可を得て対面販売を行う飲食店であるという所
がタバコを吸えるということです。
　次に事業所やオフィス、商業施設です。屋内に喫煙専用室を設置
することは可能です。但しそこの専用室で会議や飲食をしてはいけま
せん。加熱式の喫煙室を設置することは可能です。飲食店と同様に、
加熱式の専用室は飲食はできます。喫煙所の条件としては、出入り
口の風速が0.2ｍ/毎秒というものを確保しないと正規な空気の流れ
ができてないということになっています。こちらに関しても未成年を立ち
入らせてはいけません。屋外については、喫煙所を設置する事ができ
ます。宿泊施設の客室に関しては、今回の健康増進法の適用から除
外されてます。喫煙室と禁煙室の選択ができるということになります。
行政機関の屋内はほぼ作ってないという状況で、屋外に設置するこ
とができます。福島市は先日駅前の所が禁煙区域になって、喫煙所
が中合の方に移ったと報道されていました。そういった部分で禁煙区
域になると、飲食店で吸えないので外で吸おうと思っても、喫煙場所
が置けないということになって、なかなかその家で吸えないみたいな
条例ができています。海外では屋内は凄くうるさいです。日本以上に
殆ど吸えません。但し屋外は全部オープンなんですね。今回この健康
増進法の改正になったのも、大きく言うとオリンピックが一番の目的
だったんですね。海外の方がいらっしゃるので、屋内の規制を作った
んですが、いかんせん日本の場合は屋内よりは屋外から規制が始
まったもんですから、どんどん吸う所が無くなってきちゃって、結果街の
美化に影響が出てきています。もし何か皆様の事業所、お客様のとこ
ろでありましたら、私の方にお声掛け頂ければと思います。


