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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、今晩は。本日は夜の例会と致しました。通常の
年度ですと９月には夜の例会の開催はないのですが、今
年度はできるだけ月に１回は夜の例会ができればと思っ
ております。実は、それには理由があります。年度当初、７

月に私の会長所信の中でも述べさせて頂いたのですが、私の今年のクラブ
テーマの一つは「会員の融合」です。融合というと大げさですが、もっと互い
をよく知る機会を作り、会員同士が繋がってほしいということです。私は、郡山
ロータリークラブの楽しみの大部分は、会員同士が交わり、懇親の場におい
ての情報交換や、気の置けない会話の中でお互いを知り、より深い関係に
発展することにあると思っております。
・様 な々制限の中で会員がクラブの例会に参加していること
・このコロナ禍の中で今後いつ例会の休止や休会という事態が起こるのか
不確定であること、私は、そんな危機感を持ちながら今年のクラブ運営をし
ています。だからこそ、こうして一緒に時間を過ごせることを大切にしたいと
思っております。本日の席の指定もその一つです。なかなか例会では同じテ
ーブルにならない会員同士があらためて自己紹介をしながら懇親を深めて
頂きたい、そんな思いです。理由はもう一つあります。ロータリーと郡山ロータリ
ークラブを、会員同士が語り合ってほしいということです。郡山クラブ85年の
歴史と伝統を、語りつなぐきっかけにして頂きたいのです。在籍の若い方は、
同じテーブルの先輩に色々質問をして下さい。在籍の長い方は昔はこうだっ
た、というお話をぜひ聞かせて下さい。また、後程、この３か月の地区の活動
報告もして頂きますが、今年度は石黒ガバナー輩出クラブとして、地区幹事
の関根信さん、代表副幹事菅野秀士さんを始めとする16名の副幹事、その
他地区の各委員会に委員長副委員長として10数名、総数30名近い会員
が地区へ出向し、今年度の地区の活動を支えています。そういったロータリ
ーの地区の活動で感じたことも今日のような機会にクラブ会員に伝えてほし
いと思います。ぜひ宜しくお願い致します。

幕田宙晃地区副幹事
　私は公共イメージ・IT委員会というところを担当させて
頂いております。これは主にロータリーのブランディングの
向上やIT化、マイロータリーの登録のお願いをしている
委員会になります。本年度は新聞にRCのPRをしたり、

様々なロータリーの活動を発信していく委員会です。そんな中、私は特にIT
が得意ではないんですが、高橋裕一さんと取り組んでいることは、zoomを使
った各委員会の遠隔会議をやらせて頂いております。毎週のようにzoomの
会議の勉強会をさせて頂いております。

橋本謙一地区副幹事
　会員増強・拡大・ロータリー情報委員会を担当させて
頂いております。９月12日㈯に当委員会が開催されまし
た。会員増強へのお願いにこちらに来られたと思います
が、担当が分区全てのクラブを回りまして会員増強のお

願いをしている最中だと思います。会員増強並びに会員維持はロータリーの
要だと思いますので、皆さんも是非ご協力をお願い致します。

佐藤　聡地区副幹事
　私は学友・平和フェローシップ委員会を担当しておりま
す。学友の人達を広めて行こうという委員会です。９月19
日に青少年奉仕委員会と米山記念奨学会委員会と学
友・平和フェローシップ委員会の合同セミナーが開催され

ました。各学友の方々の報告や発表がありました。本当にRCも良い活動をし
ているんだなと実感出来ました。石黒ガバナーがタイトなスケジュールで活動
しておりますので、少しでも我々が力添えを出来ればなと思っております。

鈴木正晃地区副幹事
　米山記念奨学会委員会委員長として出席しました合
同セミナーには、当日会場には10名近くの郡山RCの会員
の方々が大勢お手伝いにいらっしゃってました。米山奨学
生の体験スピーチは３人が行われました。その中の１人の

ミャンマーの留学生は、余り裕福な家庭ではなく学費はお母さんが送ってくれ
る。しかし生活費は長時間のバイトで賄っているという環境でしたが、奨学生
になりバイトの時間を勉強に向けられて、大変有意義な学校生活が送れて
感謝しておりますというお話を頂きました。３人の体験スピーチから、米山奨学
金制度というのはお金を渡すだけではなく、留学生を育てる制度であるという
ことがよく分かりました。それは奨学生一人一人に世話クラブを通して、またカ
ウンセラーを通してロータリアンと接することによって奨学生を育てていくという
のがこの事業だと思います。今後ともご協力をお願い致します。

橋本　勝青少年奉仕理事
　青少年奉仕委員会として地区セミナーに２回ほど出席
させて頂きました。先週のセミナーと８月は、同じ方のハン
ガリーに留学した話を聞いてきました。ハンガリーではホス
トクラブの方が２回ほど変わって、大変有意義な生活をし

有賀隆宏月信委員会委員長
　月信委員会の方は毎月皆さんにお届けしている形で
す。９月５日に社会国際奉仕委員会セミナーに出席して
参りました。今回のセミナーは２部構成で、第１部は青

森のパストガバナーで、この方はインドやミャンマーのポリオ撲滅の活動を
されている方です。またインターアクトやローターアクトの方を積極的に連れ
て行ったり、大変感動した話を聞かせて頂きました。もう一人は福島民友
の方の「震災から10年、あの時」ということで、壮絶な話を聞かせて頂きま
した。ひと方は社会奉仕の為に、もうひと方は仕事に対する姿勢を聞かせ
て頂きまして、私どもとしても精一杯頑張っていきたいと思います。

地区報告 関根　信地区幹事
　2020年７月１日より、24年ぶり、郡山RCから５人目のガ
バナーが誕生しました。只今、公式訪問真っただ中です。
地区64クラブ中、41クラブを訪問させて頂きました。公式
訪問のスケジュールとしては、９時半から会長幹事会、ク

ラブ協議会を終えて例会で1時半終了です。夜の部は３時半から、終わりが
19時30分ということになります。こうして各クラブを見ていますと、比較的歴史
の古いクラブは、我々郡山RCのスタイルに似ているのかなという印象を持ち
ました。公式訪問の際は40分前にはクラブに入ることにしていますが、クラブ
によっては30分前にも来てないとか、１時間半過ぎても例会が終わらないと
いうクラブもありまして、郡山RCではありえない状況のクラブもあります。またガ
バナーの卓話を30分と言っているんですが、15分になってしまったりするクラ
ブもあります。今年度の最大の目標は会員増強です。現在2200ちょっとです
が、2530地区にあやかって2530人を目標に今増員をかけています。因みに
郡山RCの目標は、純増10名ですので神山会員増強委員長を中心に宜しく
お願いしたいと思います。ロータリーの友7月号に、ガバナーの紹介がありまし
た。石黒さんも卓話をする度に「私の好きな食べ物は？」と伝えたところ誰も
知らないんですね。ということは、ロータリーの友を読んでいないということにな

　近頃めっきりと秋らしくなって参りましたが、10月１日からはGO TO トラベル
に東京も加わります。経済効果を期待しつつも、みなさん今まで以上に感染
症対策をしっかりと行って参りましょう！！

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／54名　欠席／46名
出席率／54％　前回修正率／66.67％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。石井
料理長の中華をお楽しみ下さい。 池田達哉君

◎本日は中華例会に参加頂き、ありがとうございます。美味しく頂きましょう。
 佐藤政弘君
◎おいしい中華料理楽しみに! 橋本　勝君
◎残念ながら秋の例大祭は縮小開催となりました。が、中町のお神輿をう
すいさんの正面入口に置かせて頂きましたので、是非ご覧下さい。

 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　しっかり地区の報告を伺いながら、中華例会を楽しんで
頂きたいと思います。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　来週の第２回親睦ゴルフコンペは６組24名埋まりまし
た。10月16～17日の親睦旅行ですが、出席が13名と

なっております。出欠の締め切りは10月１日ですが、皆様の出席を宜しくお
願いします。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

初瀬電材㈱
　代表取締役社長　初瀬照夫君

次 回 第13回例会
令和2年10月8日㈭

会員卓話

りますね。訪問を同行して頂いた副幹事の皆様方から、こういう声を聞きま
す。「他クラブの例会のありかた、他クラブの特長が分かって本当に勉強に
なりました。地区大会はホストクラブとして気を律にして進めて参る所存です
ので、今後とも皆さんのご支援ご協力をお願い申し上げます。

て、最後にコロナで惜しくも早く帰ってきたという話をされていました。ガバ
ナーを始め地区幹事、代表副幹事、副幹事の皆さん、郡山の方々が大変
素晴らしい活躍をしているなとつくづく思いました。郡山から沢山の人達
が設営に加わって、素晴らしいことをやっていました。内容のことよりも皆さ
んに感謝を申し上げたいと思います。

中華例会
会長挨拶 池田達哉会長
　宜しくお願いします。

乾杯 遠藤喜志雄君
　石黒ガバナーの益々のご活躍、更にはここに集まる
RCの皆さんのご健勝をお祈り致しまして乾杯と致しま
す。乾杯。

本日の料理説明
唐紅花　石井統括料理長

ソングリーダー
鈴木　稔君

中締め
福島佳之会長エレクト

手に手つないで
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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、今晩は。本日は夜の例会と致しました。通常の
年度ですと９月には夜の例会の開催はないのですが、今
年度はできるだけ月に１回は夜の例会ができればと思っ
ております。実は、それには理由があります。年度当初、７

月に私の会長所信の中でも述べさせて頂いたのですが、私の今年のクラブ
テーマの一つは「会員の融合」です。融合というと大げさですが、もっと互い
をよく知る機会を作り、会員同士が繋がってほしいということです。私は、郡山
ロータリークラブの楽しみの大部分は、会員同士が交わり、懇親の場におい
ての情報交換や、気の置けない会話の中でお互いを知り、より深い関係に
発展することにあると思っております。
・様 な々制限の中で会員がクラブの例会に参加していること
・このコロナ禍の中で今後いつ例会の休止や休会という事態が起こるのか
不確定であること、私は、そんな危機感を持ちながら今年のクラブ運営をし
ています。だからこそ、こうして一緒に時間を過ごせることを大切にしたいと
思っております。本日の席の指定もその一つです。なかなか例会では同じテ
ーブルにならない会員同士があらためて自己紹介をしながら懇親を深めて
頂きたい、そんな思いです。理由はもう一つあります。ロータリーと郡山ロータリ
ークラブを、会員同士が語り合ってほしいということです。郡山クラブ85年の
歴史と伝統を、語りつなぐきっかけにして頂きたいのです。在籍の若い方は、
同じテーブルの先輩に色々質問をして下さい。在籍の長い方は昔はこうだっ
た、というお話をぜひ聞かせて下さい。また、後程、この３か月の地区の活動
報告もして頂きますが、今年度は石黒ガバナー輩出クラブとして、地区幹事
の関根信さん、代表副幹事菅野秀士さんを始めとする16名の副幹事、その
他地区の各委員会に委員長副委員長として10数名、総数30名近い会員
が地区へ出向し、今年度の地区の活動を支えています。そういったロータリ
ーの地区の活動で感じたことも今日のような機会にクラブ会員に伝えてほし
いと思います。ぜひ宜しくお願い致します。

幕田宙晃地区副幹事
　私は公共イメージ・IT委員会というところを担当させて
頂いております。これは主にロータリーのブランディングの
向上やIT化、マイロータリーの登録のお願いをしている
委員会になります。本年度は新聞にRCのPRをしたり、

様々なロータリーの活動を発信していく委員会です。そんな中、私は特にIT
が得意ではないんですが、高橋裕一さんと取り組んでいることは、zoomを使
った各委員会の遠隔会議をやらせて頂いております。毎週のようにzoomの
会議の勉強会をさせて頂いております。

橋本謙一地区副幹事
　会員増強・拡大・ロータリー情報委員会を担当させて
頂いております。９月12日㈯に当委員会が開催されまし
た。会員増強へのお願いにこちらに来られたと思います
が、担当が分区全てのクラブを回りまして会員増強のお

願いをしている最中だと思います。会員増強並びに会員維持はロータリーの
要だと思いますので、皆さんも是非ご協力をお願い致します。

佐藤　聡地区副幹事
　私は学友・平和フェローシップ委員会を担当しておりま
す。学友の人達を広めて行こうという委員会です。９月19
日に青少年奉仕委員会と米山記念奨学会委員会と学
友・平和フェローシップ委員会の合同セミナーが開催され

ました。各学友の方々の報告や発表がありました。本当にRCも良い活動をし
ているんだなと実感出来ました。石黒ガバナーがタイトなスケジュールで活動
しておりますので、少しでも我々が力添えを出来ればなと思っております。

鈴木正晃地区副幹事
　米山記念奨学会委員会委員長として出席しました合
同セミナーには、当日会場には10名近くの郡山RCの会員
の方々が大勢お手伝いにいらっしゃってました。米山奨学
生の体験スピーチは３人が行われました。その中の１人の

ミャンマーの留学生は、余り裕福な家庭ではなく学費はお母さんが送ってくれ
る。しかし生活費は長時間のバイトで賄っているという環境でしたが、奨学生
になりバイトの時間を勉強に向けられて、大変有意義な学校生活が送れて
感謝しておりますというお話を頂きました。３人の体験スピーチから、米山奨学
金制度というのはお金を渡すだけではなく、留学生を育てる制度であるという
ことがよく分かりました。それは奨学生一人一人に世話クラブを通して、またカ
ウンセラーを通してロータリアンと接することによって奨学生を育てていくという
のがこの事業だと思います。今後ともご協力をお願い致します。

橋本　勝青少年奉仕理事
　青少年奉仕委員会として地区セミナーに２回ほど出席
させて頂きました。先週のセミナーと８月は、同じ方のハン
ガリーに留学した話を聞いてきました。ハンガリーではホス
トクラブの方が２回ほど変わって、大変有意義な生活をし

有賀隆宏月信委員会委員長
　月信委員会の方は毎月皆さんにお届けしている形で
す。９月５日に社会国際奉仕委員会セミナーに出席して
参りました。今回のセミナーは２部構成で、第１部は青

森のパストガバナーで、この方はインドやミャンマーのポリオ撲滅の活動を
されている方です。またインターアクトやローターアクトの方を積極的に連れ
て行ったり、大変感動した話を聞かせて頂きました。もう一人は福島民友
の方の「震災から10年、あの時」ということで、壮絶な話を聞かせて頂きま
した。ひと方は社会奉仕の為に、もうひと方は仕事に対する姿勢を聞かせ
て頂きまして、私どもとしても精一杯頑張っていきたいと思います。

地区報告 関根　信地区幹事
　2020年７月１日より、24年ぶり、郡山RCから５人目のガ
バナーが誕生しました。只今、公式訪問真っただ中です。
地区64クラブ中、41クラブを訪問させて頂きました。公式
訪問のスケジュールとしては、９時半から会長幹事会、ク

ラブ協議会を終えて例会で1時半終了です。夜の部は３時半から、終わりが
19時30分ということになります。こうして各クラブを見ていますと、比較的歴史
の古いクラブは、我々郡山RCのスタイルに似ているのかなという印象を持ち
ました。公式訪問の際は40分前にはクラブに入ることにしていますが、クラブ
によっては30分前にも来てないとか、１時間半過ぎても例会が終わらないと
いうクラブもありまして、郡山RCではありえない状況のクラブもあります。またガ
バナーの卓話を30分と言っているんですが、15分になってしまったりするクラ
ブもあります。今年度の最大の目標は会員増強です。現在2200ちょっとです
が、2530地区にあやかって2530人を目標に今増員をかけています。因みに
郡山RCの目標は、純増10名ですので神山会員増強委員長を中心に宜しく
お願いしたいと思います。ロータリーの友7月号に、ガバナーの紹介がありまし
た。石黒さんも卓話をする度に「私の好きな食べ物は？」と伝えたところ誰も
知らないんですね。ということは、ロータリーの友を読んでいないということにな

　近頃めっきりと秋らしくなって参りましたが、10月１日からはGO TO トラベル
に東京も加わります。経済効果を期待しつつも、みなさん今まで以上に感染
症対策をしっかりと行って参りましょう！！

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／54名　欠席／46名
出席率／54％　前回修正率／66.67％
他クラブ出席／4名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。石井
料理長の中華をお楽しみ下さい。 池田達哉君

◎本日は中華例会に参加頂き、ありがとうございます。美味しく頂きましょう。
 佐藤政弘君
◎おいしい中華料理楽しみに! 橋本　勝君
◎残念ながら秋の例大祭は縮小開催となりました。が、中町のお神輿をう
すいさんの正面入口に置かせて頂きましたので、是非ご覧下さい。

 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　しっかり地区の報告を伺いながら、中華例会を楽しんで
頂きたいと思います。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　来週の第２回親睦ゴルフコンペは６組24名埋まりまし
た。10月16～17日の親睦旅行ですが、出席が13名と

なっております。出欠の締め切りは10月１日ですが、皆様の出席を宜しくお
願いします。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

初瀬電材㈱
　代表取締役社長　初瀬照夫君

次 回 第13回例会
令和2年10月8日㈭

会員卓話

りますね。訪問を同行して頂いた副幹事の皆様方から、こういう声を聞きま
す。「他クラブの例会のありかた、他クラブの特長が分かって本当に勉強に
なりました。地区大会はホストクラブとして気を律にして進めて参る所存です
ので、今後とも皆さんのご支援ご協力をお願い申し上げます。

て、最後にコロナで惜しくも早く帰ってきたという話をされていました。ガバ
ナーを始め地区幹事、代表副幹事、副幹事の皆さん、郡山の方々が大変
素晴らしい活躍をしているなとつくづく思いました。郡山から沢山の人達
が設営に加わって、素晴らしいことをやっていました。内容のことよりも皆さ
んに感謝を申し上げたいと思います。

中華例会
会長挨拶 池田達哉会長
　宜しくお願いします。

乾杯 遠藤喜志雄君
　石黒ガバナーの益々のご活躍、更にはここに集まる
RCの皆さんのご健勝をお祈り致しまして乾杯と致しま
す。乾杯。

本日の料理説明
唐紅花　石井統括料理長

ソングリーダー
鈴木　稔君

中締め
福島佳之会長エレクト

手に手つないで


