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会長挨拶 池田達哉会長
　皆さん、こんにちは。まず本日は新会員のご紹介
からさせて頂きます。お二人いらっしゃいます。株式
会社テレビユー福島執行役員郡山総支社長渡邊

邦浩さん。石井電算印刷株式会社代表取締役石井祐一さん。毎週
こうして例会へ参加して頂き、会員のロータリアンの皆様と良き交流を
お願いしたいと思います。
　さて、本日の会員卓話は、今年度クラブの環境保全委員長、パスト
会長でもあります初瀬照夫さんにお願いしてございます。初瀬さんは
今年度は地区の職業奉仕委員長も務めらており、先月ユラックス熱
海にて開催された第2530地区職業奉仕セミナーの講師を務められ
ておりました。先週湯浅職業奉仕委員長からも報告がありましたが、
湯浅さんをして「初瀬さんはロータリーの勉強すごいね～」とおっしゃ
っておりました。皆様ご存知の通り、現在から4～5年前の頃から本当
にロータリーの歴史やロータリーの考え方について様々な文献やロー
タリアンとの交流で学んでおり、今やクラブでの、ロータリーのガイドブッ
クと言ってもよろしいのではないでしょうか。初瀬さんの書斎には、
1996～1997年度に当クラブからは4人目となるガバナーであった御父
様が愛読されていたロータリー関係の書籍がたくさん並んでいると聞
きました。こうして親子でロータリーの精神が繋がっていく事は大変素
敵なことだなと思いました。今日は、その知識の一端をお話し頂けるこ
とと思います。

　コロナとの付き合い方が見えてきて、地域の行事が徐々に戻ってき
た。運動会、遠足、修学旅行・・・。昔、クリスマスイブの大雪で郡山全
域停電になった年があった。いまだにあの時は何していたとの会話に
なる。コロナが早く「思い出」と「笑い話」に変わることを願う。
 （山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／49名　欠席／50名
出席率／49.49％　前回修正率／62.79％
他クラブ出席／3名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会ご参加ありがとうございます。初瀬さ
ん、卓話宜しくお願いします。渡邊さん、石井さん

の入会を祝して! 池田達哉君、佐藤政弘君
◎昨日、予定日より11日早いですが第二子の長女が無事に生まれま
した。大変喜んでます! 酒井良胤君
◎入会お認め頂き、ありがとうございます。本日より宜しくお願い致します。
 石井祐一君、石井敏久君
◎本日は貴重な機会を頂きまして、ありがとうございました。
 初瀬照夫君
◎本日は初瀬職業奉仕委員長、卓話を宜しくお願い致します。
 伊野泰司君
◎初瀬さんの卓話、楽しみにしております。
　 太田宏君、遠藤友紀晴君、大木勝浩君、高橋孝行君
◎結婚祝いにお花を頂きました。ありがとうございます。初瀬さんの卓
話、楽しみにしております。 竹谷金浩君

◎先日、石黒ガバナーの運転手で原町RCに行きました。東北中央自
動車道（霊山～相馬間）は無料ですので、皆様お使い下さい。

 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　10月よりロータリーレートが、106円から105円に変
更になります。また、米山梅吉記念館より賛助会員
の入会の依頼が来ております。一人年会費3,000円

で、年2回会報が届きます。ご興味のある方は事務局までお申し出く
ださい。引き続き、会員増強の紹介カードをお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

クールビズも9月で終わりまして、10月に入りました。
10月からネクタイ着用にてお願いします。

横山　大S・A・A

　本日は会員卓話と致しまして、地区職業奉仕委
員長・研修委員長をお務めの初瀬さんより、職業奉

仕について卓話を頂いたいと思います。ハンドブックは初瀬さんから
のプレゼントですので、お持ち帰り頂ければと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

㈱うすい百貨店
　　代表取締役　平城大二郎君

次 回 第15回例会
令和2年10月22日㈭

会員卓話

初瀬電材㈱ 地区職業奉仕委員会
委員長 初瀬照夫君

　ロータリーの創立者ポール・ハリ
スのお父さんは何回も破産してい

るんですね。同じ爺ちゃんから教育を受けたのに、お父さんは全然駄
目なんですね。それはどうしてそうなのかというと、爺ちゃんのお婆ちゃ
んが言うには「嫁が悪い」、お嫁さんの経済観念がないということなん
ですね。お爺ちゃんが亡くなり、お爺ちゃんは遺産相続を三つに分ける
んですけど、ポール・ハリスにはよこさない。お母さんの資金でアイオワ
大学に行き2年間勉強して、弁護士の資格を取りました。91年に大学
を卒業し、そして5年間の旅に出ます。それが今月のロータリーの友に
出てます。「職業奉仕は将来良い社会が創造できるという信念であ
り、将来への貢献であり、そして将来に対する確信である。」これは
パーシーホジソンが言っている言葉です。それから「真っ直ぐな道は
迷わない。」これはロータリーの職業奉仕の考え方というのは、1912
年出来上がった時から全く変わってない。ポール・ハリスは書いた本
が全部で3冊あります。その中で「ロータリーの創始者」には道徳・倫
理、そういうのに従って生きていくことが大事なんだ。商売も全く同じな
んですね。ロータリーの樹を作りましたが、真ん中に立派なロータリア
ン。立派な人格が結局全ての基本であり、これになるのがロータリー
なんですね。ロータリーっていうのは、職業を通じて自分を磨く。立派な
人間になる。これ以外に無いんですね。物やお金はあとからついてく
る。簡単に言うとそういうことを言っていると思います。「Th i s 
Rotarian Age」です。「ロータリーは宗教でもなければ宗教に変わる
べき何かでもない。それはただ古くからある道徳観を現代社会なかん
ずく職業生活において実践しようとするものなのだ」。これは我 も々小
さい時から色んな教育を受けて、やっぱり素晴らしい道徳観を持って
いると思うんです。それは日本人も向こうも同じです。ただ大学が終
わって社会に出ると、お酒を覚えたり、その辺で段々おかしくなって来
ているんですね。それから1945年の「ロータリーへの道」です。47年
にポール・ハリスが亡くなります。この中で「私の70余年の人生で大切
なものが二つあります。一つは故郷ニューイングランドの谷間、もう一つ
はロータリー運動です」と言っています。そしてこの本の表題に「A 
BOY」と書いてあります。少年の気持ちを失わない、これがロータリー

会員卓話

なんですね。私がRCに入って驚いたのは、みんなが手を繋いで歌を
歌っているんですね。これは何の為にやっているのかと考えたら、童心
を失わないんですよ。いつまでも純粋な少年の気持ちを持ち続けなさい
というということを、ロータリーはずっと言い続けていると思います。ファー
ストネームで呼び合うというのも、ロータリーの親睦の中では大変大事な
ことだと思っております。福島南RCの佐藤佶さんの「バッチは見てい
る」というのを私は必ず読むようにしています。「このバッチをつけている
以上、[他人様から非難されるような行動をとるまいと]襟のバッチに手を
当ててはわが心を正しております。このバッチは常に私の行動を人知
れずみており監視しているのであります」。私も襟にバッチを着けて、会
社には四つのテストを掲げて下さいと言っています。各業種一人です
けど、業界の中から皆様が選ばれてきたわけではないんですね。RCの
中でたまたま選ばれただけなので、昔だったら4回欠席したら自分のラ
イバルの人が入って来るんですね。ですから出席は必ず守らなくちゃな
らないし、奉仕の理念を業界に伝えていくということが大変大事なんで
す。この中には同業者に対する考え方というのは凄くあると思います
ね。同業者から尊敬されるようになれば、これは絶対商売もうまくいくん
です。私はそう風に感じています。胸のバッチは「正直・率直・思いや
り」、これを私は持っている人ですと言っているということです。サービス
です。これが一番難しいです。「他のもののためになる行為」「真心によ
る他人への思いやり」です。資本主義というのは日本には生まれなかっ
たですが、分業ですよね。分業っていうことは今回のコロナでよく分かっ
たと思います。それぞれの職業を大切にしてやって行きなさいということ
ですから、たまたまその職業をあなたは預けられているんですよと考え
たら大変分かりやすいと思います。ですからそこに思いやりを持って職
業奉仕の精神で臨んでいく。職業倫理ですが、日本は家業を永続させ
るということだと思いますが、アメリカはちょっと違います。ロータリーの樹
ですが、新会員の方にロータリーの目的・四つのテスト・行動規範をちゃ
んと説明できるかどうかです。ロータリーの目的ですが、第一行に全て
が込められています。意義ある事業の基礎として、奉仕の理念を伝え
ていくことが我々の仕事なんだという風にロータリーの目的がはっきり
言っております。皆様もロータリーでの職業奉仕を通して自分を磨いて
いくかというのが職業奉仕じゃないかと私は思っております。

　渡邊邦浩さんのご紹介を申し上げます。職業分
類は民間テレビ放送、生年月日は昭和36年8月23
日、最終学歴が学習院大学法学部をご卒業されて

おります。奥様とお子様がお二人、趣味はゴルフです。実は渡邊さん
は池田会長と同級生で、郡山第二中学校時代野球部として一緒に
活躍された仲だそうです。

新会員紹介 大野勝久君

　この度は、伝統と歴史のある郡山RCに加入を許
して頂きまして本当にありがとうございます。RCの活動を通じて、私ど
もテレビに従事する者として、しっかり社会的貢献も含めて精進して
参りたいと思っております。温かいご支援とご指導を賜りますように、努
力して参りますので宜しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　神山英司君、大野勝久君

新入会員挨拶
株式会社テレビユー福島

執行役員郡山総支社長　渡邊邦浩君

　石井祐一さんをご紹介申し上げます。生まれは昭
和39年3月2日の56歳です。お嬢様がお二人いらっ
しゃいます。福島大学卒です。この度父と親子で入

会できるというのは幸せなことですね。

新会員紹介 初瀬照夫君

　この度歴史と伝統のある郡山RCに入会許可を
頂きました。誠にありがとうございます。ロータリーの目的であります奉
仕の理念、これをしっかり心に刻んでゼロから勉強して参りたいと思
いますので、父・敏久共々是非宜しくお願いします。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　初瀬照夫君、遠藤友紀晴君

新会員挨拶
石井電算印刷株式会社

代表取締役　石井祐一君

　「ロータリーの友」10月号を紹介いたします。
横組　5頁　日本のロータリー100周年

 13頁　米山月間
 17頁　地区別寄付額功労者数・奨学生数
　　　　　　　縦組　4頁　地域と共に歩む経営

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

〒962‒0001  須賀川市森宿字安積田194

郡山生コン須賀川㈱
生コンクリート製造販売

代表取締役 綾　 　哲　志

☎ 0248‒75‒4111　　0248‒75‒4110
〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194
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んですけど、ポール・ハリスにはよこさない。お母さんの資金でアイオワ
大学に行き2年間勉強して、弁護士の資格を取りました。91年に大学
を卒業し、そして5年間の旅に出ます。それが今月のロータリーの友に
出てます。「職業奉仕は将来良い社会が創造できるという信念であ
り、将来への貢献であり、そして将来に対する確信である。」これは
パーシーホジソンが言っている言葉です。それから「真っ直ぐな道は
迷わない。」これはロータリーの職業奉仕の考え方というのは、1912
年出来上がった時から全く変わってない。ポール・ハリスは書いた本
が全部で3冊あります。その中で「ロータリーの創始者」には道徳・倫
理、そういうのに従って生きていくことが大事なんだ。商売も全く同じな
んですね。ロータリーの樹を作りましたが、真ん中に立派なロータリア
ン。立派な人格が結局全ての基本であり、これになるのがロータリー
なんですね。ロータリーっていうのは、職業を通じて自分を磨く。立派な
人間になる。これ以外に無いんですね。物やお金はあとからついてく
る。簡単に言うとそういうことを言っていると思います。「Th i s 
Rotarian Age」です。「ロータリーは宗教でもなければ宗教に変わる
べき何かでもない。それはただ古くからある道徳観を現代社会なかん
ずく職業生活において実践しようとするものなのだ」。これは我 も々小
さい時から色んな教育を受けて、やっぱり素晴らしい道徳観を持って
いると思うんです。それは日本人も向こうも同じです。ただ大学が終
わって社会に出ると、お酒を覚えたり、その辺で段々おかしくなって来
ているんですね。それから1945年の「ロータリーへの道」です。47年
にポール・ハリスが亡くなります。この中で「私の70余年の人生で大切
なものが二つあります。一つは故郷ニューイングランドの谷間、もう一つ
はロータリー運動です」と言っています。そしてこの本の表題に「A 
BOY」と書いてあります。少年の気持ちを失わない、これがロータリー
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なんですね。私がRCに入って驚いたのは、みんなが手を繋いで歌を
歌っているんですね。これは何の為にやっているのかと考えたら、童心
を失わないんですよ。いつまでも純粋な少年の気持ちを持ち続けなさい
というということを、ロータリーはずっと言い続けていると思います。ファー
ストネームで呼び合うというのも、ロータリーの親睦の中では大変大事な
ことだと思っております。福島南RCの佐藤佶さんの「バッチは見てい
る」というのを私は必ず読むようにしています。「このバッチをつけている
以上、[他人様から非難されるような行動をとるまいと]襟のバッチに手を
当ててはわが心を正しております。このバッチは常に私の行動を人知
れずみており監視しているのであります」。私も襟にバッチを着けて、会
社には四つのテストを掲げて下さいと言っています。各業種一人です
けど、業界の中から皆様が選ばれてきたわけではないんですね。RCの
中でたまたま選ばれただけなので、昔だったら4回欠席したら自分のラ
イバルの人が入って来るんですね。ですから出席は必ず守らなくちゃな
らないし、奉仕の理念を業界に伝えていくということが大変大事なんで
す。この中には同業者に対する考え方というのは凄くあると思います
ね。同業者から尊敬されるようになれば、これは絶対商売もうまくいくん
です。私はそう風に感じています。胸のバッチは「正直・率直・思いや
り」、これを私は持っている人ですと言っているということです。サービス
です。これが一番難しいです。「他のもののためになる行為」「真心によ
る他人への思いやり」です。資本主義というのは日本には生まれなかっ
たですが、分業ですよね。分業っていうことは今回のコロナでよく分かっ
たと思います。それぞれの職業を大切にしてやって行きなさいということ
ですから、たまたまその職業をあなたは預けられているんですよと考え
たら大変分かりやすいと思います。ですからそこに思いやりを持って職
業奉仕の精神で臨んでいく。職業倫理ですが、日本は家業を永続させ
るということだと思いますが、アメリカはちょっと違います。ロータリーの樹
ですが、新会員の方にロータリーの目的・四つのテスト・行動規範をちゃ
んと説明できるかどうかです。ロータリーの目的ですが、第一行に全て
が込められています。意義ある事業の基礎として、奉仕の理念を伝え
ていくことが我々の仕事なんだという風にロータリーの目的がはっきり
言っております。皆様もロータリーでの職業奉仕を通して自分を磨いて
いくかというのが職業奉仕じゃないかと私は思っております。

　渡邊邦浩さんのご紹介を申し上げます。職業分
類は民間テレビ放送、生年月日は昭和36年8月23
日、最終学歴が学習院大学法学部をご卒業されて

おります。奥様とお子様がお二人、趣味はゴルフです。実は渡邊さん
は池田会長と同級生で、郡山第二中学校時代野球部として一緒に
活躍された仲だそうです。

新会員紹介 大野勝久君

　この度は、伝統と歴史のある郡山RCに加入を許
して頂きまして本当にありがとうございます。RCの活動を通じて、私ど
もテレビに従事する者として、しっかり社会的貢献も含めて精進して
参りたいと思っております。温かいご支援とご指導を賜りますように、努
力して参りますので宜しくお願い致します。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　神山英司君、大野勝久君

新入会員挨拶
株式会社テレビユー福島

執行役員郡山総支社長　渡邊邦浩君

　石井祐一さんをご紹介申し上げます。生まれは昭
和39年3月2日の56歳です。お嬢様がお二人いらっ
しゃいます。福島大学卒です。この度父と親子で入

会できるというのは幸せなことですね。

新会員紹介 初瀬照夫君

　この度歴史と伝統のある郡山RCに入会許可を
頂きました。誠にありがとうございます。ロータリーの目的であります奉
仕の理念、これをしっかり心に刻んでゼロから勉強して参りたいと思
いますので、父・敏久共々是非宜しくお願いします。
 所　属　親睦活動委員会
 推薦人　初瀬照夫君、遠藤友紀晴君

新会員挨拶
石井電算印刷株式会社

代表取締役　石井祐一君

　「ロータリーの友」10月号を紹介いたします。
横組　5頁　日本のロータリー100周年

 13頁　米山月間
 17頁　地区別寄付額功労者数・奨学生数
　　　　　　　縦組　4頁　地域と共に歩む経営

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

〒962‒0001  須賀川市森宿字安積田194

郡山生コン須賀川㈱
生コンクリート製造販売

代表取締役 綾　 　哲　志

☎ 0248‒75‒4111　　0248‒75‒4110
〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194


