
事務所／〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階　TEL024-923-0729　FAX024-939-5678

国際ロータリー２５３０地区 郡山ロータリークラブ　会長：池田 達哉　幹事：佐藤 政弘　例会場：郡山ビューホテルアネックス　ＴＥＬ．０２４-９３９-１１１１　例会日：木曜日

郡山ロータリークラブ
国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

WEEKLY REPORT 2020‒2021
第６回
2020
8.20㈭

会報第６号（通算3307号）2020.８.27発行 編集責任者：佐藤 政弘　編集：クラブ会報委員会　委員長 幕田 宙晃
副委員長 山口 松之進・阿部充正／委　員 佐藤 文和・福内 浩明・村上 康雄

会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。本日もうだるような酷暑の中、沢
山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。昨日はボナリ高原ゴルフクラブにおいて

本年度第1回目の親睦ゴルフコンペが行われました。体感温度で5度く
らいは違ったでしょうか。涼しいとまではいきませんが、清 し々い空気の
中でゴルフを楽しんで参りました。まず、メイクアップのお客様をご紹介
致します。白河RC会長、佐藤厚潮様。白河RC幹事、鈴木昇治様。ご
ゆっくりお過ごし下さい。
　さて、前回に引き続き、ちょっと私の職業に関する話題を一つ。東京
の都議会で、ある髪形を巡り、その質疑と答弁がネット上で話題を呼ん
でいるとの話です。「ツーブロック」と呼ばれる髪型があります。サイドや
襟足を刈り上げるなどして髪の長さや濃淡が上下で分かれる髪型の
ことをいいます。特に暑い夏には、爽やかで涼しげな髪型とされていま
す。その髪型が一部の都立高校の校則で禁止されており、ある都議が
都の予算委員会で取り上げ、校則で禁止している理由について都の
教育委員会側に尋ねたそうです。都議「生徒からなぜツーブロックは
駄目なのかという質問に対して」教師側はルール、校則で決まっている
からの一点張りである、なぜツーブロックは駄目なのでしょうか」との質
問に、都教育長が答弁したのは「外見等が原因で事件や事故に遭う
ケースなどがございます為、生徒を守る趣旨から定めているものでござ
います」。いかがでしょうか?私は、ルールを守らせるには少し理由付け
が弱い気がします。我々の世代は、学校の指導もかなり緩かったと記
憶していますが、公立校でもパンチパーマからロン毛まで色 と々個性的
な生徒がいました。しかし最近は、県内の中学校や高校でも、男性でも
襟足が詰襟に付くとダメとか、前髪が少しでも眉にかかると注意される
と聞きます。ましてパーマやヘアカラーはもってのほかとのことです。人と
違う髪型や外見によって事件・事故に遭う危険性が多くなる、だから皆
と同じにしましょう、という生活指導の空気感が何となく時代にそぐわな
いなと感じた話題でありました。皆さんはどうお考えでしょうか？中高生の
お子様をお持ちの会員の方々は是非ご家庭で話題にしてみてはいか
がでしょうか?

地区報告 有賀隆宏月信委員長
　ガバナー月信委員会では、毎回月初に皆さんのお
手元に月信の雑誌をお配りするようになるかと思いま
す。表紙を開いて頂くと、石黒ガバナーの熱い思いで

あるとか、ロータリーに対する理念等がしっかりと載っているかと思いま
す。今年度は兄弟ロータリアンや親子ロータリアン、三代に続いている
ロータリアンの座談会等も今後予定しておりますので、是非とも毎月の
月初に見て頂ければと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事
　先週、神山会員増強委員長よりご案内がありまし
た新会員候補者のカードですが、一人でも多くの会
員紹介をお願いしたいと思います。

　世界中コロナで大騒ぎですが、温暖化・気候変動による猛暑で
たくさん人が亡くなり脅威です。
これも「昔は・・・」は通用せず、新しい社会として受け止め、企業変
革が必要なのでしょう。（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。田
島支店長、卓話お願い致します。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎郡山RCの皆様とお会いできたことを光栄に思います。これからも宜
しくお願いします。 白河RC会長 佐藤厚潮君、幹事 鈴木昇治君
◎本日は田島支店長、宜しくお願い致します。楽しみにしております。
　 伊野泰司君、前田泰彦君、竹谷金浩君、橋本　勝君
◎昨日は池田杯ゴルフコンペでハンディキャップに恵まれ優勝させて頂
きました。ありがとうございました。二連覇を目指します。
 平城大二郎君
◎昨日は66才の誕生日でした。誕生祝いありがとうございます。また、昨
日のゴルフコンペは誕生祝いコンペになりました。矢部委員長ありが
とうございます。池田会長からはケーキも頂きました。本当にありがとう
ございました。 高橋裕一君
◎昨日は暑い中、ゴルフお疲れ様でした。会長賞頂きました。ありがとう
ございました。 佐藤文和君
◎ご無沙汰しています。公式訪問、いわき分区に入りました。19クラブ
終了です。 石黒秀司君

◎ガバナー公式訪問64クラブ中19クラブ終了。一昨日はいわき分区歓
迎会で盛り上げて来ました。引き続きガバナー同行のフォローお願い
します。宜しくネ! 関根　信君
◎石黒ガバナー、暑い中頑張って下さい。 初瀬照夫君
◎やっと49日が明けました。 菅野秀士君
◎毎日暑いですが、楽しくいきましょう。 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／52名　欠席／47名

出席率／52.53％　前回修正率／60％
他クラブ出席／1名

安藤紀彦委員長出席報告

　職業は外国人の留学生に日本語を教える、日本
語学校を新白河駅前でやっております。今年度は、

白河に留学生と日本人の青年を対象にしたローターアクトクラブを設立
しようということでやっております。今日は宜しくお願い致します。

ご挨拶
白河RC　会長　佐藤厚潮様

　昨日は第1回親睦ロータリーコンペにご参加頂き、
誠にありがとうございました。優勝者は平城社長で

す。おめでとうございます。来週はナンスポビール園で移動例会がござ
います。ご参加をお願い申し上げます。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　「ロータリーの友」8月号を紹介いたします。

横組　　3頁　RI会長のメッセージ
　　　12頁　新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　　「世界が止まっても、彼らは止まらなかった」
縦組　　4頁　岡倉天心の転換点　五浦という場のはたらき

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

　本日は会員卓話で大和証券㈱郡山支店の田
島支店長よりお話を頂きたいと思いますので、宜し

くお願い致します。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

大和証券㈱郡山支店　　　　　
支店長 田島茂樹君
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境でしたがそこの経験が今非常に生きているなと感じております。
その後静岡支店、池袋支店、蒲田支店、昨年10月に支店長という
形で郡山に来ました。
　コロナの影響がありまして、2月以降マーケットは非常に大きく下
落しました。各国の中央銀行がリーマンショックの反省から政策を
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機の伝播を食い止めるということが非常に大きかったです、日経
平均とかニューヨークダウ、ハイテク銘柄のアメリカのナスダックや
S&P500は至上最高値を更新という状況です。株価はどうなるの
と色々聞かれますが、当面株価は強いのが続くかなと思います。
　コロナは依然として感染者は増加してますし、11月はアメリカ大
統領の選挙があったり、米朝問題とか不安材料が言われますけ
ど、過去のパターンを検証しますと、共和党から民主党に仮になっ
たとすると、最初の2年間のパフォーマンスは若干見劣りするんで
すけど、4年に焼き直すと大して影響はないです。米朝問題に関し
ましては、アメリカと中国の覇権争いとして常態化して来ますので、
先行きを見通すこと自体余り意味がないと考えます。各国のお金
が今非常にジャブジャブな状態になっていますけど、この緩和状
態が続く限りはマーケットは非常に強いという流れで考えて頂いて
いいのかなと思っています。
　SDGｓ未来都市郡山ということで、大和証券もSDGｓを強くさせ
て頂いております。投資の世界に於いてもこの社会的責任投資と

会員卓話

「自己紹介」

いう観点で、ESG投資という考え方が拡大しています。ESGという
のは環境・社会・ガバナンスで、企業の長期的成長の為にはESG
の観点が必要だという考えが世界中に広まっていまして、2016年
ベースで世界のESG投資が22.8兆ドルで総運用の26％を占める
までになっています。
　日本でもGPIFが1兆円規模でESG投資を国内でも始めている
という形で注目を集めています。弊社グループとしては1902年創
業ですが、企業理念の一つに「社会への貢献」という部分があり
まして、1972年に大和証券ヘルス財団を作って健康や医療への
助成をしたり、1994年に大和証券福祉財団を作って子供の貧困
問題解決の一助になるべくということで、子供スマイルプロジェクト
という活動をしています。あと大和証券子供応援基金という形で
団体に対して寄付をするという取り組みをさせて頂いています。大
和証券グループは総合証券会社という形で全国に支店を置かせ
て頂いて、地域の皆様のお役に立てるようやらせて頂いているん
ですが、郡山支店として皆さんにご提供できるサービスとしては、
AIを通じてビジネスマッチングというサービスをさせて頂いていま
す。それから経営者様向けの事業保険・M&A・オペレーティング
リース・証券担保ローン・アジアプライベートバンキングサービス・不
動産ソリューションサービス・自社株承継対策といったようなソ
リューションを提供させて頂いてますのと、株式の上場・確定拠出
年金・積立NISA・iDeCo・従業員持株会といった経営戦略・福利
厚生のサポートもさせて頂いています。個人のお客様に関しては
相続対策のアドバイスサポート・保有財産の評価分析・遺言書作
成サポート・贈与実行サポート・不動産ソリューションサービスという
ところを、お客様のご相談を専任スタッフが対応させて頂いていま
す。全ての方々のお力になれるよう、私以下職員一同全力で頑
張って参ります。末永くお付き合い頂ければと思いますので宜しく
お願い致します。

〒963‒8813  郡山市芳賀 2‒19‒14

㈱共立建築設計事務所
代表取締役 幕　田　宙　晃

☎ 944‒2278　　944‒0310
〒963‒8835  郡山市小原田 3‒5‒9

㈱ベーシックアイディーズ
代表取締役 宮　川　卓　也

☎ 973‒6165　　973‒6165

宮川包装資材㈱
　　　  代表取締役　宮川雄次君

次 回 第８回例会
令和2年9月3日㈭

会員卓話
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◎やっと49日が明けました。 菅野秀士君
◎毎日暑いですが、楽しくいきましょう。 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／52名　欠席／47名

出席率／52.53％　前回修正率／60％
他クラブ出席／1名

安藤紀彦委員長出席報告

　職業は外国人の留学生に日本語を教える、日本
語学校を新白河駅前でやっております。今年度は、

白河に留学生と日本人の青年を対象にしたローターアクトクラブを設立
しようということでやっております。今日は宜しくお願い致します。

ご挨拶
白河RC　会長　佐藤厚潮様

　昨日は第1回親睦ロータリーコンペにご参加頂き、
誠にありがとうございました。優勝者は平城社長で

す。おめでとうございます。来週はナンスポビール園で移動例会がござ
います。ご参加をお願い申し上げます。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　「ロータリーの友」8月号を紹介いたします。

横組　　3頁　RI会長のメッセージ
　　　12頁　新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　　「世界が止まっても、彼らは止まらなかった」
縦組　　4頁　岡倉天心の転換点　五浦という場のはたらき

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

　本日は会員卓話で大和証券㈱郡山支店の田
島支店長よりお話を頂きたいと思いますので、宜し

くお願い致します。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

大和証券㈱郡山支店　　　　　
支店長 田島茂樹君

　私は昭和52年7月9日に生まれ、43歳です。実家は埼玉県新座
市、父親がエンジニアで母親はピアノとヴァイオリンの先生をして
おり、長男として生まれました。父親は南米のボリビアに研究所が
ある所と日本を行ったり来たりする仕事をしてましたので、私も幼少
期はボリビアに住んでいたこともあります。埼玉の小学校から私立
の開成中学・高校に通いまして、小学校から高3までサッカーをし
ていました。気付くと一浪して慶應義塾大学の経済に行き、大和
証券に平成13年4月に入社しました。今年20年目ですが、入社以
来ずっと営業一筋です。本店営業時代は特殊なミッションで、引
継のお客様無しの新規開拓専門チームに配属になり、厳しい環
境でしたがそこの経験が今非常に生きているなと感じております。
その後静岡支店、池袋支店、蒲田支店、昨年10月に支店長という
形で郡山に来ました。
　コロナの影響がありまして、2月以降マーケットは非常に大きく下
落しました。各国の中央銀行がリーマンショックの反省から政策を
小出しにしないで、一気に資金供給したということで未然にこの危
機の伝播を食い止めるということが非常に大きかったです、日経
平均とかニューヨークダウ、ハイテク銘柄のアメリカのナスダックや
S&P500は至上最高値を更新という状況です。株価はどうなるの
と色々聞かれますが、当面株価は強いのが続くかなと思います。
　コロナは依然として感染者は増加してますし、11月はアメリカ大
統領の選挙があったり、米朝問題とか不安材料が言われますけ
ど、過去のパターンを検証しますと、共和党から民主党に仮になっ
たとすると、最初の2年間のパフォーマンスは若干見劣りするんで
すけど、4年に焼き直すと大して影響はないです。米朝問題に関し
ましては、アメリカと中国の覇権争いとして常態化して来ますので、
先行きを見通すこと自体余り意味がないと考えます。各国のお金
が今非常にジャブジャブな状態になっていますけど、この緩和状
態が続く限りはマーケットは非常に強いという流れで考えて頂いて
いいのかなと思っています。
　SDGｓ未来都市郡山ということで、大和証券もSDGｓを強くさせ
て頂いております。投資の世界に於いてもこの社会的責任投資と

会員卓話

「自己紹介」

いう観点で、ESG投資という考え方が拡大しています。ESGという
のは環境・社会・ガバナンスで、企業の長期的成長の為にはESG
の観点が必要だという考えが世界中に広まっていまして、2016年
ベースで世界のESG投資が22.8兆ドルで総運用の26％を占める
までになっています。
　日本でもGPIFが1兆円規模でESG投資を国内でも始めている
という形で注目を集めています。弊社グループとしては1902年創
業ですが、企業理念の一つに「社会への貢献」という部分があり
まして、1972年に大和証券ヘルス財団を作って健康や医療への
助成をしたり、1994年に大和証券福祉財団を作って子供の貧困
問題解決の一助になるべくということで、子供スマイルプロジェクト
という活動をしています。あと大和証券子供応援基金という形で
団体に対して寄付をするという取り組みをさせて頂いています。大
和証券グループは総合証券会社という形で全国に支店を置かせ
て頂いて、地域の皆様のお役に立てるようやらせて頂いているん
ですが、郡山支店として皆さんにご提供できるサービスとしては、
AIを通じてビジネスマッチングというサービスをさせて頂いていま
す。それから経営者様向けの事業保険・M&A・オペレーティング
リース・証券担保ローン・アジアプライベートバンキングサービス・不
動産ソリューションサービス・自社株承継対策といったようなソ
リューションを提供させて頂いてますのと、株式の上場・確定拠出
年金・積立NISA・iDeCo・従業員持株会といった経営戦略・福利
厚生のサポートもさせて頂いています。個人のお客様に関しては
相続対策のアドバイスサポート・保有財産の評価分析・遺言書作
成サポート・贈与実行サポート・不動産ソリューションサービスという
ところを、お客様のご相談を専任スタッフが対応させて頂いていま
す。全ての方々のお力になれるよう、私以下職員一同全力で頑
張って参ります。末永くお付き合い頂ければと思いますので宜しく
お願い致します。

〒963‒8813  郡山市芳賀 2‒19‒14

㈱共立建築設計事務所
代表取締役 幕　田　宙　晃

☎ 944‒2278　　944‒0310
〒963‒8835  郡山市小原田 3‒5‒9

㈱ベーシックアイディーズ
代表取締役 宮　川　卓　也

☎ 973‒6165　　973‒6165

宮川包装資材㈱
　　　  代表取締役　宮川雄次君

次 回 第８回例会
令和2年9月3日㈭
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