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会長挨拶 池田達哉　会長
　皆様、おばんでございます。本日は、ナンスポ
ビール園をお借りしての移動例会となります。
ご参加、誠にありがとうございます。ここ数年の

恒例ですと、本宮の「アサヒビール園」さんをお借りしての移動
例会を行っておりましたが、コロナ禍の影響で、いつも例会で
お借りしていた会場が閉鎖となってしまったため、今年はこちら
のビール園に致しました。３年前でしょうか、湯浅会長年度もこ
ちらを使わせて頂きましたが、こちらでは「サッポロビール」が
頂けます。松尾支社長にもご参加を頂きました。ありがとうござ
います。
　さて、今日も非常に暑い一日でしたが、一昨日、気象庁の長
期予報が出ましたね。向こう３ケ月の天候の見通しですが、暖
かい空気に覆われやすく、東・西日本とも気温は高く、前線や
南からの湿った空気の影響を受けやすいため、降水量は平
年並みか多い見込みだそうです。今年はいつもより「暖かい湿
った秋」になるようですね。ネットを見ておりましたら、今年は、沖
縄近海で生まれる「いきなり台風」が続いているという話題が
出ておりました。本来、台風というと南シナ海やフィリピンの東
海上沖で発生し、少しずつ勢力を増して石垣島や沖縄に近
づいてきて、その後本土に接近する、というようなルートを辿りま
すね。しかし今年の台風は、日本に接近した４号、５号、そして
先週慶良間諸島に被害をもたらした８号などは、沖縄周辺の
南の海上で発生をしているそうです。いきなり、天気予報で
「明日は台風です」となるわけですから、備えるのが大変かと
思います。原因として考えられているのが、今年の海水温の上
昇と気圧配置だそうで、海水温平均値は過去最高で、７月の
海水温は30度を超えているそうです。「いきなり台風」も地球
温暖化の影響なのかと、沖縄好きの私としては大変心配をし
ております。この例会後は、ビール園に会場を移しての懇親会
となります。本日は宜しくお願い致します。

幹事報告 佐藤政弘　幹事
　新会員候補者のカードの提出を宜しくお願
いします。今日はサッポロビールを楽しみたいと
思います。

　先週の『ナンスポビール園』での焼肉と生ビールは最高でし
たね。そんな中、いよいよ9月に突入です。
　残暑も残りますが、秋もすぐそこまで来ている感じです。私に
とって秋は“食欲の秋”。美味しいものを食べつくしたいと思い
ます。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

◎移動例会御参加、ありがとうございます。
サッポロビールをたくさん頂きましょう。

 池田達哉君
◎本日は例会参加、ありがとうございます。楽しみましょう。
 佐藤政弘君
◎暑くてビール日和で楽しみ。今週も、いわき公式訪問です。
 石黒秀司君
◎顔の大きさが、ようやく戻りました。ビール楽しみです。
 大木勝浩君
◎うまいビールで、皆様残暑を乗り切って下さい。
 中原喜範君
◎本日のビール、楽しみにしてます。 高橋裕一君
◎移動例会、楽しみにしてました。 福島佳之君
◎飲もうぜ、ビール! 高橋孝行君
◎１回目移動例会、ご参加有難うございます!皆様と楽しく過
ごせればと思います! 二瓶健一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
佐藤光一　副委員長

総員／99名　出席／36名　欠席63名
出席率／36.36％　前回修正率／62.35％
他クラブ出席／6名

佐藤政弘　幹事出席報告

㈱帝国データバンク郡山支店
　　　  支店長　西迫耕一郎君

次 回 第９回例会
令和2年9月10日㈭

会員卓話

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052
〒963‒0115  郡山市南 2‒58

㈱オートデンソーマルヤマ
代表取締役 丸　山　　弘

☎ 945‒5388　　945‒5398
〒963‒8877  郡山市堂前町 4‒24

如 宝 寺
院 家・住 職 保　森　英　士

☎ 922‒0607　　922‒0993

会長挨拶 池田達哉　会長

ご挨拶
サッポロビール㈱　東北本部
南東北支社長　松尾彰彦君

乾杯
新城義雄君

中締め
福島佳之会長エレクト

移 動 例 会
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