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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。9月最初の例会であります。
会員の皆様、本日も例会へのご参加ありがとうござ
います。例会メーキャップのお客様を紹介させて頂き

ます。Ri第2530地区会員増強拡大委員長福舛透様です。一点だ
け、年度当初より申しました通り、今年は当クラブの創立85周年になり
ます。実行委員会を組織して創立85周年に向かうわけですが、華美
にならない程度に極力内輪の会にするという予定にしております。こ
の実行委員会につきましては、本年度に関しては理事会が兼務をさ
せて頂くということになりまして、実行委員長を鈴木禎夫パスト会長に
お願いを致しました。
　国際ロータリーの年間計画で、9月は「基本的教育と識字率向上
月間・ロータリーの友月間」となっております。少しこのあたりのお話をし
たいと思います。世界に読み書きのできない15歳以上の人の数は約
7億7500万人。これは、全世界の成人の17％にあたります。また、学校
にさえ通っていない子どもは世界に6700万人いると言われています。
全世界の中で地域社会が自力で学校を支え、教育における差別を
減らし、成人の識字率を高められるよう支援することが、私達ロータリ
ーの目標の一つです。ロータリアンの寄付で活動を行っている「ロータ
リー財団」では、奨学金、教材や学用品の寄贈、奉仕プロジェクトを通
じて世界中で教育支援を行っています。具体的な活動例としては、
・アフガニスタンでは、紛争や難民化による貧困の連鎖を断ち切り、教
育の不平等をなくすために、ロータリー会員が女子学校をつくりまし
た。
・米国デトロイトでは、成人の半数以上が十分な識字力をもたないと
言われている状況を受け、地元の非営利団体と協力して、成人への
個人指導を行う講師を募集し、研修を実施しました。
・南アフリカ、プエルトリコ、米国で採用されているプログラムでは、子ど
もたちが文字を名前ではなく「音」で覚えるための教授法を教師たち
に指導しています。
・レバノンでは、生徒たちが元気に授業を受けられるよう、すべての公
立学校にきれいな水を提供する設備を整えました。
　これらは「ロータリー財団」の支援するロータリー活動の一部です。
もちろん皆様から頂いている会費の中には、国際ロータリーの活動資
金が含まれていますが、今ほど挙げましたロータリーの世界的な奉仕
活動の為には、より多くの個人的な寄付が必要になるわけです。「財
団の友」とか「ポール・ハリス・フェロー」という文言を聞きますが、これら
は「ロータリー財団」への寄付を行った個人への認証符号です。是
非たくさんの会員の方に財団の認証を頂いて欲しいと思います。「世
界の為に少し良いことをしよう」と思われた方は、是非遠藤友紀晴財
団委員長へご相談下さい。宜しくお願い致します。

　秋になりました。食欲の秋です! お菓子なども美味しい季節です。
しかし秋は、天候や気温の変わりやすい季節ですので、皆さま、体調
の管理等には十分に気を付けて頑張って行きましょう！！
 （阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

◎本日は地区の会員増強委員会より会員増強のお
願いに上がりました。宜しくお願い致します。

 郡山南RC　福舛　透君
◎今日も例会ご出席ありがとうございます。福舛透様を歓迎致します。
 池田達哉君
◎会員増強拡大委員会委員長福舛様、ようこそいらっしゃいました。
増強がんばりましょう! 初瀬照夫君

◎福島テレビ総支社長の鈴木さんの入会を祝して。 遠藤喜志雄君
◎宮川雄次君の卓話、楽しみに! 石井敏久君
◎宮川さん、頑張って下さい。楽しみにしています。 福内浩明君
◎宮川さんの卓話、楽しみにしています。左足がまだ痛く、サンダルで
失礼致します。 大木勝浩君

◎本日は宮川委員長、ロータリーの友について宜しくお願い致します。
 伊野泰司君
◎誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。 有賀隆宏君
◎誕生日、指定席へのご案内ありがとうございます。 佐藤修朗君
◎結婚祝い、ありがとうございます。 平城大二郎君
◎本日は少し早めに失礼することをお許し下さい。 前田泰彦君
◎結婚祝いのお花、ありがとうございました。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／101名　出席／55名　欠席／46名
出席率／54.46％　前回修正率／100％
他クラブ出席／2名

安藤紀彦委員長出席報告

　石黒ガバナーの今年度最大の目標が、会員増
強・出席率向上を掲げております。20年前の2000～2020年まで、550
名以上RCの仲間が去って行っています。また昨年度の台風19号並
びに新型コロナウイルスの問題で相当数会員が減るんじゃないかと
推測されています。活気のある若い世代の方に入って頂けるようにお
願いしたいと思います。どうぞご協力をお願いします。

国際ロータリー第2530地区
会員増強拡大委員会委員長

福舛　透様

　鈴木稔さんをご紹介します。職業分類はテレビ放
送です。郡山高校、早稲田大学第一文学部を卒
業、即福島テレビに入社ということです。ご家族は奥

様とお嬢様2人です。趣味は読書・ウォーキングです。

新会員紹介 遠藤喜志雄君

宮川包装資材㈱　　　　　 
代表取締役 宮川雄次君

　9月はロータリーの友月間となっ
ております。こちらは2015 -2016
年、国際ロータリーの特別月間が

変更になりました。9月のこのロータリーの友月間と、10月の米山月間と
いうのが日本独自の月間という風になっております。これは1953年1月
に創刊されたロータリーの友第1号です。戦後1地区だった日本の
ロータリーが2地区に分割されたのが1952年7月になります。その少し
前の4月に大阪で開催されました地区大会で、分割後の2地区が情
報共有できるようにと雑誌の創刊が決まりました。その後、東西のロー
タリアンで協議した結果、1953年1月のロータリーの友が創刊されたと
いうことになります。創刊号時点での発行部数が3,300になりました。日
本独自であります俳句や短歌の欄ができまして、部分的に縦組み、縦
書きのページも混在するようになってきました。現在のように横組みと
縦組みと分かれるようになったのは1972年1月号からだそうです。現
在は国際ロータリー関連、ロータリー全力で力を入れている活動・特
集等は横組み。ロータリーの友の相関目的を果たす内容のものは縦
組みとして掲載されています。その後日本の会員数の増加と共に発
行部数が伸び、1990年代後半の142,000部ということになっておりま
す。現在の発行部数が約92,000部となっております。是非今後ロータ
リーの友をご愛読頂ければと思います。

会員卓話

医療法人　仁寿会　菊池医院
　　　　　院長　菊池信太郎氏

次 回 第10回例会
令和2年9月17日㈭
ゲスト卓話

〒963‒8044  郡山市備前舘 1‒58

福菱冷熱㈱
代表取締役 矢　部　浩　樹

☎ 923‒2548　　927‒0317
〒963‒8025  郡山市安積町二丁目 6‒1

山口タクシーグループ

郡山観光運輸㈱
代表取締役 山　口　松之進

☎ 945‒0700　　947‒5666

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

　この度は歴史と伝統のある郡山RCに入会させて
頂き、誠にありがとうございます。郡山出身の者として大変光栄なこと
であると思っております。これからRCの活動を通して、少しでも地域に
貢献できればと考えておりますので、皆様ご指導頂けますよう何卒宜
しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　遠藤喜志雄君、新城義雄君

新入会員挨拶
福島テレビ㈱郡山総支社
支社長　鈴木　稔君

　伊藤幹生さんを紹介します。伊藤さんは茨城大
学をご卒業された後、常陽銀行に入行されました。
奥様と大学生の息子さん2人です。趣味は沖釣り・

料理です。

新会員紹介 今泉正規君

　9月24日は郡山ビューホテルに移動しての夜の例
会になります。ロータリーレートは9月から１ドル106円
に変更となります。猪苗代湖漂着水草回収活動は、

本年度も環境保全委員会主導で、10月10日に行います。85周年の
記念式典を令和3年5月27日木曜日の例会、5月29日土曜日変更して
式典例会を考えております。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　この度は歴史と伝統ある郡山RCに入会できまし
たこと、本当に心より御礼申し上げますと共に、大変なプレッシャーと光
栄な気持ちで一杯です。茨城県水戸市出身で、自宅も水戸にござい
ます。私は元々福島県のお酒と温泉をこよなく愛する者でございます
ので、是非皆様に可愛がって頂きたいと思います。金融業に身を置く
者として、奉仕の理念を持って地域経済の発展の為に微力ではあり
ますが努力して参る所存ですので、ご指導・ご鞭撻の程を宜しくお願
い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　鈴木淳策君、今泉正規君

新入会員挨拶
㈱常陽銀行郡山支店

支店長　伊藤幹生君

　今月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータ
リーの友月間」となっております。本日卓話を頂きます

のは雑誌委員会の宮川委員長より、ロータリーの友につきましてお話
を戴きます。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　第2回親睦ゴルフコンペを9月30日㈬に安達太良カントリークラブで開
催をさせて頂きます。是非皆様ご参加をお願いします。10月16日～17日
に、会津若松方面に秋の親睦旅行を予定しています。GoToトラベルの
キャンペーン割引が入り、おひとり様26,000～28,000円ぐらいの予定で
ご参加して頂くことができますので、是非ご参加をお願いします。

親睦活動委員会報告
大木勝浩副委員長

　2日／有賀隆宏君　12日／遠藤大助君、佐藤政弘君
16日／福内浩明君　24日／五十嵐酋平君　26日／佐藤修朗君
27日／橋本半兵衛君

9月誕生、結婚記念日祝い

　1日／大槻　努君　15日／大島勝利君　17日／大野勝久君（銀婚祝）
18日／平城大二郎君、阿部和博君　21日／神山英司君　25日／佐藤　聡君

結婚記念日祝い
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　皆さん、こんにちは。9月最初の例会であります。
会員の皆様、本日も例会へのご参加ありがとうござ
います。例会メーキャップのお客様を紹介させて頂き

ます。Ri第2530地区会員増強拡大委員長福舛透様です。一点だ
け、年度当初より申しました通り、今年は当クラブの創立85周年になり
ます。実行委員会を組織して創立85周年に向かうわけですが、華美
にならない程度に極力内輪の会にするという予定にしております。こ
の実行委員会につきましては、本年度に関しては理事会が兼務をさ
せて頂くということになりまして、実行委員長を鈴木禎夫パスト会長に
お願いを致しました。
　国際ロータリーの年間計画で、9月は「基本的教育と識字率向上
月間・ロータリーの友月間」となっております。少しこのあたりのお話をし
たいと思います。世界に読み書きのできない15歳以上の人の数は約
7億7500万人。これは、全世界の成人の17％にあたります。また、学校
にさえ通っていない子どもは世界に6700万人いると言われています。
全世界の中で地域社会が自力で学校を支え、教育における差別を
減らし、成人の識字率を高められるよう支援することが、私達ロータリ
ーの目標の一つです。ロータリアンの寄付で活動を行っている「ロータ
リー財団」では、奨学金、教材や学用品の寄贈、奉仕プロジェクトを通
じて世界中で教育支援を行っています。具体的な活動例としては、
・アフガニスタンでは、紛争や難民化による貧困の連鎖を断ち切り、教
育の不平等をなくすために、ロータリー会員が女子学校をつくりまし
た。
・米国デトロイトでは、成人の半数以上が十分な識字力をもたないと
言われている状況を受け、地元の非営利団体と協力して、成人への
個人指導を行う講師を募集し、研修を実施しました。
・南アフリカ、プエルトリコ、米国で採用されているプログラムでは、子ど
もたちが文字を名前ではなく「音」で覚えるための教授法を教師たち
に指導しています。
・レバノンでは、生徒たちが元気に授業を受けられるよう、すべての公
立学校にきれいな水を提供する設備を整えました。
　これらは「ロータリー財団」の支援するロータリー活動の一部です。
もちろん皆様から頂いている会費の中には、国際ロータリーの活動資
金が含まれていますが、今ほど挙げましたロータリーの世界的な奉仕
活動の為には、より多くの個人的な寄付が必要になるわけです。「財
団の友」とか「ポール・ハリス・フェロー」という文言を聞きますが、これら
は「ロータリー財団」への寄付を行った個人への認証符号です。是
非たくさんの会員の方に財団の認証を頂いて欲しいと思います。「世
界の為に少し良いことをしよう」と思われた方は、是非遠藤友紀晴財
団委員長へご相談下さい。宜しくお願い致します。

　秋になりました。食欲の秋です! お菓子なども美味しい季節です。
しかし秋は、天候や気温の変わりやすい季節ですので、皆さま、体調
の管理等には十分に気を付けて頑張って行きましょう！！
 （阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

◎本日は地区の会員増強委員会より会員増強のお
願いに上がりました。宜しくお願い致します。

 郡山南RC　福舛　透君
◎今日も例会ご出席ありがとうございます。福舛透様を歓迎致します。
 池田達哉君
◎会員増強拡大委員会委員長福舛様、ようこそいらっしゃいました。
増強がんばりましょう! 初瀬照夫君

◎福島テレビ総支社長の鈴木さんの入会を祝して。 遠藤喜志雄君
◎宮川雄次君の卓話、楽しみに! 石井敏久君
◎宮川さん、頑張って下さい。楽しみにしています。 福内浩明君
◎宮川さんの卓話、楽しみにしています。左足がまだ痛く、サンダルで
失礼致します。 大木勝浩君

◎本日は宮川委員長、ロータリーの友について宜しくお願い致します。
 伊野泰司君
◎誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。 有賀隆宏君
◎誕生日、指定席へのご案内ありがとうございます。 佐藤修朗君
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◎結婚祝いのお花、ありがとうございました。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長
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出席率／54.46％　前回修正率／100％
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安藤紀彦委員長出席報告

　石黒ガバナーの今年度最大の目標が、会員増
強・出席率向上を掲げております。20年前の2000～2020年まで、550
名以上RCの仲間が去って行っています。また昨年度の台風19号並
びに新型コロナウイルスの問題で相当数会員が減るんじゃないかと
推測されています。活気のある若い世代の方に入って頂けるようにお
願いしたいと思います。どうぞご協力をお願いします。

国際ロータリー第2530地区
会員増強拡大委員会委員長

福舛　透様

　鈴木稔さんをご紹介します。職業分類はテレビ放
送です。郡山高校、早稲田大学第一文学部を卒
業、即福島テレビに入社ということです。ご家族は奥

様とお嬢様2人です。趣味は読書・ウォーキングです。

新会員紹介 遠藤喜志雄君

宮川包装資材㈱　　　　　 
代表取締役 宮川雄次君

　9月はロータリーの友月間となっ
ております。こちらは2015 -2016
年、国際ロータリーの特別月間が

変更になりました。9月のこのロータリーの友月間と、10月の米山月間と
いうのが日本独自の月間という風になっております。これは1953年1月
に創刊されたロータリーの友第1号です。戦後1地区だった日本の
ロータリーが2地区に分割されたのが1952年7月になります。その少し
前の4月に大阪で開催されました地区大会で、分割後の2地区が情
報共有できるようにと雑誌の創刊が決まりました。その後、東西のロー
タリアンで協議した結果、1953年1月のロータリーの友が創刊されたと
いうことになります。創刊号時点での発行部数が3,300になりました。日
本独自であります俳句や短歌の欄ができまして、部分的に縦組み、縦
書きのページも混在するようになってきました。現在のように横組みと
縦組みと分かれるようになったのは1972年1月号からだそうです。現
在は国際ロータリー関連、ロータリー全力で力を入れている活動・特
集等は横組み。ロータリーの友の相関目的を果たす内容のものは縦
組みとして掲載されています。その後日本の会員数の増加と共に発
行部数が伸び、1990年代後半の142,000部ということになっておりま
す。現在の発行部数が約92,000部となっております。是非今後ロータ
リーの友をご愛読頂ければと思います。

会員卓話

医療法人　仁寿会　菊池医院
　　　　　院長　菊池信太郎氏

次 回 第10回例会
令和2年9月17日㈭
ゲスト卓話

〒963‒8044  郡山市備前舘 1‒58

福菱冷熱㈱
代表取締役 矢　部　浩　樹

☎ 923‒2548　　927‒0317
〒963‒8025  郡山市安積町二丁目 6‒1

山口タクシーグループ

郡山観光運輸㈱
代表取締役 山　口　松之進

☎ 945‒0700　　947‒5666

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

　この度は歴史と伝統のある郡山RCに入会させて
頂き、誠にありがとうございます。郡山出身の者として大変光栄なこと
であると思っております。これからRCの活動を通して、少しでも地域に
貢献できればと考えておりますので、皆様ご指導頂けますよう何卒宜
しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　遠藤喜志雄君、新城義雄君

新入会員挨拶
福島テレビ㈱郡山総支社
支社長　鈴木　稔君

　伊藤幹生さんを紹介します。伊藤さんは茨城大
学をご卒業された後、常陽銀行に入行されました。
奥様と大学生の息子さん2人です。趣味は沖釣り・

料理です。

新会員紹介 今泉正規君

　9月24日は郡山ビューホテルに移動しての夜の例
会になります。ロータリーレートは9月から１ドル106円
に変更となります。猪苗代湖漂着水草回収活動は、

本年度も環境保全委員会主導で、10月10日に行います。85周年の
記念式典を令和3年5月27日木曜日の例会、5月29日土曜日変更して
式典例会を考えております。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　この度は歴史と伝統ある郡山RCに入会できまし
たこと、本当に心より御礼申し上げますと共に、大変なプレッシャーと光
栄な気持ちで一杯です。茨城県水戸市出身で、自宅も水戸にござい
ます。私は元々福島県のお酒と温泉をこよなく愛する者でございます
ので、是非皆様に可愛がって頂きたいと思います。金融業に身を置く
者として、奉仕の理念を持って地域経済の発展の為に微力ではあり
ますが努力して参る所存ですので、ご指導・ご鞭撻の程を宜しくお願
い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　鈴木淳策君、今泉正規君

新入会員挨拶
㈱常陽銀行郡山支店

支店長　伊藤幹生君

　今月は「基本的教育と識字率向上月間・ロータ
リーの友月間」となっております。本日卓話を頂きます

のは雑誌委員会の宮川委員長より、ロータリーの友につきましてお話
を戴きます。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　第2回親睦ゴルフコンペを9月30日㈬に安達太良カントリークラブで開
催をさせて頂きます。是非皆様ご参加をお願いします。10月16日～17日
に、会津若松方面に秋の親睦旅行を予定しています。GoToトラベルの
キャンペーン割引が入り、おひとり様26,000～28,000円ぐらいの予定で
ご参加して頂くことができますので、是非ご参加をお願いします。

親睦活動委員会報告
大木勝浩副委員長

　2日／有賀隆宏君　12日／遠藤大助君、佐藤政弘君
16日／福内浩明君　24日／五十嵐酋平君　26日／佐藤修朗君
27日／橋本半兵衛君

9月誕生、結婚記念日祝い

　1日／大槻　努君　15日／大島勝利君　17日／大野勝久君（銀婚祝）
18日／平城大二郎君、阿部和博君　21日／神山英司君　25日／佐藤　聡君

結婚記念日祝い


