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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、今日は、国際ロータリーの年間計画で、
10月は「経済と地域社会の発展月間・米山月間」
となっております。今日は例会に先立ちまして10月

度役員理事会が開催されました。退会会員です。非常に残念な
んですが３名の方から退会のお申し出がございました。お一人目
が安藤澄男さん、お二人目が佐久間崇之さん、３人目が武田良夫
さんです。実は３名様ともパスト会長です。会長を経験され、そして
長い間このクラブに奉仕を頂いたということで、理事会と致しまし
ては３名の方を名誉会員としてそのお名前を残して行きたいとい
うことを決議させて頂きました。名誉会員つきましては、定款には
名誉会員の資格条件。クラブの細則には、「クラブは郡山RC定
款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができ
る」。またその付則に名誉会員に関する資格規定がございます。
以上の規定を持ちまして本日の理事会において３名の方の名誉
会員を承認されました。皆さん、よろしいでしょうか。ありがとうござ
います。続きまして新会員の入会に関するお諮りをしたいと思いま
す。㈱テレビユー福島郡山総支社長の渡邊邦浩さん。もう一方、
石井電算印刷㈱の石井祐一さん。この石井さんは、クラブの石井
さんの娘婿さんです。ある意味親子ということになるんですが、過
去、当クラブにおいては、親子であれば職業分類上、同分類にな
ること、また、ここでは言葉に表しませんが、冗談のような理由でそ
れを避けてきたという経緯があります。しかし、時代も変化し、RIの
規定では「職業分類」の考え方自体が無くなってきていますし、郡
山RCの価値を繋いでいく事の重要性を考えれば、これから先も
親子入会を勧めていく事も必要なのではないでしょうか。本日は、
月初の例会ですので、お誕生日・結婚記念日の会員の方は前の
席に付いて頂いております。後程お祝いを致します。

　9月末から10月にかけて、郡山市内からのコロナ感染者が急
増しております。段 と々コロナが身近に近づいてる感は否めませ
ん。メンバーの皆様、改めて感染拡大防止・新しい生活様式を
徹底していきましょう。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／52名　欠席／48名
出席率／52％　前回修正率／100％
他クラブ出席／5名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会参加、ありがとうございます。柿木田
支社長、卓話宜しくお願いします。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎柿木田さんの卓話、楽しみにしております。
 太田　宏君、伊野泰司君、竹谷金浩君、國津一洋君
◎結婚記念日をお祝い頂き、本当に恐縮です。 阿部賢輔君
◎柿木田支社長の卓話、楽しみにしております。お陰様で革靴が
履けるようになりました。 大木勝浩君
◎柿木田さんの卓話、楽しみにしています。昨日はゴルフお疲れ
様でした。 前田泰彦君
◎昨日の親睦ゴルフコンペ御参加、ありがとうございました。
 矢部浩樹君
◎誕生お祝い、ありがとうございます。 横田重一君
◎結婚・誕生のお祝い、ありがとうございました。 中原喜範君
◎結婚記念日お祝い、ありがとうございます。 菅野秀士君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
佐藤政弘幹事

　例会変更のお知らせは、各自ご確認ください。
また、新会員候補者カードの提出をお願いしま
す。新たな取り組みとして、以前入会していて、現

在途切れている企業からの入会の掘り起こしも行っていきたいと
思いますので、ご協力お願い致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　10月29日は再発会記念日例会で夜の例会
になっております。本日は住友生命保険（相）

福島支社柿木田支社長より卓話を頂きます。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　猪苗代湖（天神浜・松橋浜）漂着水草回収活
動が10月10日の10時に天神浜で開催されます。

皆様のご参加をお待ちしております。宜しくお願い致します。

2530地区報告
初瀬照夫環境保全委員長

　９月26日に郡山ユラックス熱海に於きまして、
2530地区職業奉仕委員会セミナーが開催され
ました。内容は本年５～６月に次年度の地区協

議会として予習をした内容をほぼ踏襲したものでした。一番メイン
となったのは、地区の職業奉仕委員長である初瀬さんによる大変
格調高い講演でありました。

湯浅大郎職業奉仕委員長

第2530地区米山記念奨学会委員会
　　　　　  委員長　阿部光司氏

次 回 第14回例会
令和2年10月15日㈭
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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

　昨日第２回ゴルフコンペに多くの皆さんにご参加頂きまして、あ
りがとうございました。優勝者は鈴木淳策さんでした。第３回は11
月14日㈯に予定しています。10月16～17日の旅行ですが、沢山の
登録ありがとうございました。

親睦活動委員会報告
二瓶健一副委員長

　3日／横田重一君、高橋良和君
10月誕生日祝い

　2日／阿部賢輔君　　4日／並木　肇君
　7日／竹谷金浩君　　8日／中原喜範君
10日／菅野秀士君　 12日／菅家惣一郎君
15日／有賀隆宏君　18日／高橋裕一君、堀川紀房君
21日／石黒秀司君　27日／丸山　弘君　29日／佐久間啓君

10月結婚記念日祝い
住友生命保険（相）福島支社

支社長 柿木田修君
　当社の概要についてです
が、創業は1907年、お客様は

700万名ほどいらっしゃいます。営業組織は支社が87、その傘
下に1,451の支部がございます。働いている職員は約43,000
名ほどです。福島県内では支社を郡山市に、福島市といわき
市に営業部を置いており、福島県下全域を担当させて頂いて
おります。
　私は鹿児島県の生まれで、会津の方では鹿児島の生まれは
ちょっと具合が悪いということで、なるべくその話はしないようにし
ているんですけど、名前が少し変わっておりますので、先方の社
長さんが「出身はどちらですか？」と全く希望しないシナリオにな
りまして、「鹿児島なんです」と申し訳なく言うんですけど、不穏
当な空気が流れまして、「そうは言っても安積疎水は大久保利
通が尽力したから」と、なぜか気遣われるような状況で仕事をし
ております。鹿児島は薩摩半島と大隅半島の二つの半島から
なっております。桜島はかつては名の通り島でした。大正３年の
大噴火の時に陸続きになっております。噴火の時に火山灰に埋
もれた埋没鳥居と言われておりまして、密かな観光スポットに
なっております。桜島が噴火した繋がった垂水市という所に私
の実家があります。人口が13,000名ほどしかおりません。鹿児島
はもとより九州で最も小さな街であります。鹿児島は焼酎が大変
有名でして、近頃は希少価値の高いプレミアム焼酎も出ており
ます。特に有名なのは魔王・森伊蔵・村尾で、三つ頭文字がM
なのでスリーMと言われております。森伊蔵の酒蔵が垂水市に
あります。そこの酒蔵に行きますと森伊蔵が買えるかというと全く
買えません。電話をかけて登録して抽選で当たったら買えると
いう形で、抽選で当選しますと定価2,500円で買うことができま
す。昨日ヨークベニマルにも売ってたんですけど29,000円ほどの
値段が付いていました。
　鹿児島は武道が大変盛んで、私も幼い頃から剣道をしてお
りました。中学卒業する頃にはそれなりに有名な選手になってお
りまして、幾つかの高校から誘いを受けまして、鹿児島実業高
校に進学致しました。普通科は２クラスしかないんですが、全員

会員卓話

ほぼほぼ無料です。入学金も授業料も無料でした。高校２年生
の頃には全国大会とか全日本とかオールジャパンとかに選ばれ
る人間が沢山いましたので、クラスが全員揃うことが殆どない状
況でした。剣道は一生懸命頑張ってベスト８止まりでした。
　大学も剣道の推薦で専修大学に進みまして、その後住友生
命に入社しております。入社後の赴任地は、今回の福島で10
都府県目になります。昨今就職される方の優先順位の一つに
「転勤がないこと」が上位になっているんですが、正に逆行して
います。埼玉の時には所沢JCに入りまして、岡山では倉敷RC
に入会させて頂きました。JCは大変楽しく思い出深かったんで
すけど、特に1999年に「所沢ドームは市民の夢実行委員会」と
いう委員会で活動をさせて頂きました。物凄く一生懸命奉仕し、
物凄く一生懸命遊ぶというような環境で、楽しい期間を過ごさ
せて頂きました。私の自宅は東京の上野の近くにありますので、
長野や福島は交通の都合がいいんですけど、三重だけは大変
遠く、また子どもが独立したということで三重の時はゴルフに明
け暮れることが始まります。
　生命保険の事業の始まりは福沢諭吉の「西洋旅案内」のご
案内ということです。日本での生命保険は明治生命が最初で、
その後帝国生命、日本生命、第一生命、千代田生命、大手５社
で51％ほどを占めておりました。そして日清戦争や日露戦争、ス
ペイン風邪や関東大震災によって普及されました。当社は色ん
な社会貢献活動を行っておりますが、私がその中で最もこれは
いいなと思っているのは「住生アフタースクールプロジェクト」で
す。こちらは学童保育や放課後の子ども教室で、無償で色んな
プログラムを提供している行いです。こういった社会貢献活動
を含めて、これからも地域社会の為に一生懸命奉仕していきた
いと思っております。

10日／菅家惣一郎君　17日／中原喜範君
25日／平城大二郎君　29日／保森英士君
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月14日㈯に予定しています。10月16～17日の旅行ですが、沢山の
登録ありがとうございました。

親睦活動委員会報告
二瓶健一副委員長

　3日／横田重一君、高橋良和君
10月誕生日祝い

　2日／阿部賢輔君　　4日／並木　肇君
　7日／竹谷金浩君　　8日／中原喜範君
10日／菅野秀士君　 12日／菅家惣一郎君
15日／有賀隆宏君　18日／高橋裕一君、堀川紀房君
21日／石黒秀司君　27日／丸山　弘君　29日／佐久間啓君

10月結婚記念日祝い
住友生命保険（相）福島支社

支社長 柿木田修君
　当社の概要についてです
が、創業は1907年、お客様は

700万名ほどいらっしゃいます。営業組織は支社が87、その傘
下に1,451の支部がございます。働いている職員は約43,000
名ほどです。福島県内では支社を郡山市に、福島市といわき
市に営業部を置いており、福島県下全域を担当させて頂いて
おります。
　私は鹿児島県の生まれで、会津の方では鹿児島の生まれは
ちょっと具合が悪いということで、なるべくその話はしないようにし
ているんですけど、名前が少し変わっておりますので、先方の社
長さんが「出身はどちらですか？」と全く希望しないシナリオにな
りまして、「鹿児島なんです」と申し訳なく言うんですけど、不穏
当な空気が流れまして、「そうは言っても安積疎水は大久保利
通が尽力したから」と、なぜか気遣われるような状況で仕事をし
ております。鹿児島は薩摩半島と大隅半島の二つの半島から
なっております。桜島はかつては名の通り島でした。大正３年の
大噴火の時に陸続きになっております。噴火の時に火山灰に埋
もれた埋没鳥居と言われておりまして、密かな観光スポットに
なっております。桜島が噴火した繋がった垂水市という所に私
の実家があります。人口が13,000名ほどしかおりません。鹿児島
はもとより九州で最も小さな街であります。鹿児島は焼酎が大変
有名でして、近頃は希少価値の高いプレミアム焼酎も出ており
ます。特に有名なのは魔王・森伊蔵・村尾で、三つ頭文字がM
なのでスリーMと言われております。森伊蔵の酒蔵が垂水市に
あります。そこの酒蔵に行きますと森伊蔵が買えるかというと全く
買えません。電話をかけて登録して抽選で当たったら買えると
いう形で、抽選で当選しますと定価2,500円で買うことができま
す。昨日ヨークベニマルにも売ってたんですけど29,000円ほどの
値段が付いていました。
　鹿児島は武道が大変盛んで、私も幼い頃から剣道をしてお
りました。中学卒業する頃にはそれなりに有名な選手になってお
りまして、幾つかの高校から誘いを受けまして、鹿児島実業高
校に進学致しました。普通科は２クラスしかないんですが、全員

会員卓話

ほぼほぼ無料です。入学金も授業料も無料でした。高校２年生
の頃には全国大会とか全日本とかオールジャパンとかに選ばれ
る人間が沢山いましたので、クラスが全員揃うことが殆どない状
況でした。剣道は一生懸命頑張ってベスト８止まりでした。
　大学も剣道の推薦で専修大学に進みまして、その後住友生
命に入社しております。入社後の赴任地は、今回の福島で10
都府県目になります。昨今就職される方の優先順位の一つに
「転勤がないこと」が上位になっているんですが、正に逆行して
います。埼玉の時には所沢JCに入りまして、岡山では倉敷RC
に入会させて頂きました。JCは大変楽しく思い出深かったんで
すけど、特に1999年に「所沢ドームは市民の夢実行委員会」と
いう委員会で活動をさせて頂きました。物凄く一生懸命奉仕し、
物凄く一生懸命遊ぶというような環境で、楽しい期間を過ごさ
せて頂きました。私の自宅は東京の上野の近くにありますので、
長野や福島は交通の都合がいいんですけど、三重だけは大変
遠く、また子どもが独立したということで三重の時はゴルフに明
け暮れることが始まります。
　生命保険の事業の始まりは福沢諭吉の「西洋旅案内」のご
案内ということです。日本での生命保険は明治生命が最初で、
その後帝国生命、日本生命、第一生命、千代田生命、大手５社
で51％ほどを占めておりました。そして日清戦争や日露戦争、ス
ペイン風邪や関東大震災によって普及されました。当社は色ん
な社会貢献活動を行っておりますが、私がその中で最もこれは
いいなと思っているのは「住生アフタースクールプロジェクト」で
す。こちらは学童保育や放課後の子ども教室で、無償で色んな
プログラムを提供している行いです。こういった社会貢献活動
を含めて、これからも地域社会の為に一生懸命奉仕していきた
いと思っております。

10日／菅家惣一郎君　17日／中原喜範君
25日／平城大二郎君　29日／保森英士君


