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会長挨拶 池田達哉会長
　皆様、お晩でございます。本日は、郡山RC再発会
記念日例会となっております。後程、新城パスト会長
から郡山RCのあゆみについて記念卓話を頂戴致
します。私からは少し当クラブの再発会までの歴史

についてお話させて頂きます。テーブルに、創立50周年記念誌に掲
載されている「創成期の郡山クラブ」についての記述から抜粋しまし
た文書がありますので聞いて頂ければと思います。郡山RCは、昭和
11年5月19日に発会を致しました。この日が当クラブの創立記念日で
す。初代会長は橋本萬右衛門氏であり、橋本氏を中心に、当時郡山
市発展への熱い情熱に満ちた財界人が集まった大変エネルギッシュ
なクラブであったと想像できます。翌年の6月、郡山市公会堂で行わ
れたチャーターナイトでは、来賓の米山梅吉氏が祝辞の中で「月足ら
ずの子どもで、これが育つかどうかが一番心配だ」と述べられたそう
です。当時の会員は、RCを発会するにあたり大変なエネルギーとスピ
ード感をもって創立にご苦労されたと思いますが、米山氏においては、
東北にあって人口も一回り上の仙台に先んじてクラブを設立させるこ
とが心配だったのではないかと思われます。その米山氏の言葉に、会
員は「クラブを立派に育て上げ、いかに健全に発育させるかが我々
の与えられた大きな課題であると実感した。」とあります。私は、その当
時の会員の思いが、この85年の間、今現在も脈 と々つながりこのクラ
ブの「歴史と伝統」を支えているのではないかと思っています。昭和
12年から始まった日中戦争が泥沼化、特に軍部のRCに対する圧力
も強くなり、昭和15年9月、国際ロータリーからの脱退が決議されます。
同年11月、日満ロータリー連合の事務局閉鎖の解散通知を受けた郡
山クラブも、他地域のクラブ同様、あえて解散決議をしないまま「郡山
金曜会」と名称を変え例会を行っておりました。第二次世界大戦に突
入すると、金曜会の例会も月1回となり、食事もコメやイモ持参となって
きます。昭和20年4月の郡山空襲後は例会開催も困難となり休会が
続いた、と記述がありました。昭和22年3月、東京クラブが中心となり、
各クラブへロータリーへの復帰が呼びかけられ「ロータリー復帰協議
会」が設立されます。この復帰協議会の努力により、東京クラブが昭
和24年3月29日、国際ロータリーに再承認され、次いで京都、大阪、名
古屋、神戸、福岡、札幌が復帰を致します。郡山は戦災復興都市の
指定を受け、市政25周年の年にあたり、ロータリー再発会への機運も
盛り上がってきていたようです。昭和25年、東京RCの柏原孫左衛門
氏が來郡され、職業分類（一業種一名）や出席率（出席率50％未満
は会員から外すこと）等の指導を受けたとあります。この時RIに報告
された再発会のチャーターメンバーは28名。戦前の登録番号3992で
RIの承認を受けました。この日が再発会記念日、ということになります。
本日の再発会記念日を皆さんと共にお祝いしたいと思います。

　ロシアでは「白」に関わる言葉がたくさんあるという。雪深い土地柄のせいだろう。日本では、出世
魚は成長によって名前が変わる。季節の呼び方も、四季・12ヶ月に留まらず、二十四節気がある。自

然に関する言葉の豊かさは、日本人が古来より自然と向き合ってきた現れであり、文化の深さの象徴であろう。日本古来の言葉・表現を大切にし
たいものである。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／51名　欠席／48名
出席率／51.52％　前回修正率／64.77％
他クラブ出席／5名

安藤紀彦委員長出席報告

◎再発会を皆さんでお祝いしましょう。新城パスト会
長、宜しくお願いします。

　 池田達哉君、佐藤政弘君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　引き続き新会員の紹介をお願い致します。
幹事報告 佐藤政弘幹事

新城義雄　パスト会長
　ポール・ハリスが4人の仲間と
ロータリーを立ち上げた時、相互
扶助・親睦という形で立ち上げた。
ということになっておりますが、先輩
方が言うには「奥さんから離れて、
男だけで好きな酒を飲もう。こうい

う風にして決めたんだ」ということで始まった。その証拠に国際ロータ
リーは女性を80年間入会拒否していた。皆さんは相互扶助で、お互
いに助け合って商売をしながら始まりましたら、非常に周りから共感を
得て多くの人がロータリーに集まってきた。そして大きな組織になり、別
の所にもRCが出来て、「それじゃ、何か社会に良いことをしよう」と考え
て奉仕をした。ですから、まず親睦であって、みんなで酒を飲んで仲よく
し、そしてその集まりの中で奉仕を取り上げて親睦、奉仕の団体となっ
たというのも聞いております。それでポール・ハリスはロータリー財団を
考えたんですね。20年が過ぎて国際ロータリー30万人ぐらいになった
頃、一人が少しの金を出して大きな金を集めて国際的な奉仕をしま
しょうということでロータリー財団を立ち上げたんです。国際ロータリー
ではポール・ハリスの偉業をたたえて、会員メンバー一人1,000ドルを寄
付することによって、ポール・ハリスフェローという称号をあげましょうとい
うことで、それに呼応して多くの人がポール・ハリスフェローになったん
です。郡山RCでももう延べ100人以上のポール・ハリスフェローがおり
ます。2回も3回もマルチプルフェローとなった方がおります。緒方貞子さ
んは国際ロータリーの第一号の留学生です。そういうことで国際ロータ
リーはその後、本当に大きな組織となり、今世界から注目されている団
体であります。
　郡山RCは歴史と伝統のあるクラブだと言われておりますが、歴史と
いうのは時代を積み重ねて行けば自ずから歴史は生まれてきます。伝
統というのはそうでなく、一つの価値観がありまして、そこに多くの人が
賛同し協賛することから始まる。それが世代を超えてずっと長く引き継
がれていくと、そこには多くの人が賛同していく。そうすると大きな組織
になって、そうするとそれが社会から素晴らしいものだと評価を受けた
時、それが伝統というものになるのであります。郡山RCは11年にできま
して、強力な橋本萬右衛門さんのリーダーシップの下に25年まで橋本
会長でやって参りました。その頃は郡山RCと郡山商工会議所は表裏
一体だった。全部会長・副会長は郡山クラブのメンバーだった。郡山ク
ラブは立派なクラブだなと評価を受けて伝統になっているということな
んです。その証拠には、東京の大手の会社から郡山に支店や出張所
がありますが、郡山に行ったらRCに入りなさいよということで、今でも30
～40人おはいり頂いていると思うんであります。そういうように非常に評
価の高い伝統のあるクラブであります。しかしAIの時代になりましたの
で、これからは伝統伝統とばかり言ってないで、石黒ガバナーを先頭
に若い方がこれから郡山RCを時代にあったものに切り替えて行って
頂いて、益々発展して頂くことをお願い致します。
私の長いロータリーの経験の中で3つ悟ったことがあります。その1つは
医者でありロータリアンでありノーベル平和賞を受賞したアルベルト・

再発会記念日卓話

シュワイツァーが、「国際ロータリーのような組織が人間の人格の陶冶、
そして品位の育成には不可欠である」と言ってあります。人格の陶冶
というのは人格が磨き上げられることであります。ですからロータリーに
入ると人格が磨き上げられ品位が育成されますよという言葉を残して
おります。もう一つは、私が会長の時、会津の宮森ガバナーが「誇り高
き者の気概」と訳しました。「位の上にある人はそれだけ責任が重いん
ですよ。それを気概を持って対処して下さい、そして尚且つ謙虚でな
ければなりませんよ」ということを仰ったんですよ。最後になりますが、
ロータリアンは奉仕をしようとしている個人であります。ですから奉仕を
要請された時、ノーと言わない。これはロータリアンの基本であります。

福島スポーツエンタテインメント㈱
　代表取締役社長　宮田英治氏

次 回 第18回例会
令和2年11月12日㈭

ゲスト卓話

◎本日は楽しい再発会になります様に！新城さんの卓話、宜しくお願い
します!
 高橋孝行君、前田泰彦君、福内浩明君、石黒秀司君
 橋本謙一君、遠藤喜志雄君、丸山　弘君、平松敏郎君

乾杯 高橋良和君
　毎日毎日コロナコロナということで、タクシーは
夜街が死んだようになっておりまして、1人のお客
様をお乗せするのに2～3時間にやっとお1人乗

って頂けるかという大変な時代でございます。どうぞ今日は奉仕の
心で十分飲んで頂いて、真っ直ぐ帰らずに陣屋等でお遊びを頂
いて、お帰りにはタクシーをご利用頂ければと思います。皆様方の
お一人お一人の健康をお互いにご祈念しながら乾杯をしたいと
思います。乾杯。

祝舞　郡山芸妓連

ソングリーダー
渡邊邦浩君

中締め
福島佳之会長エレクト

　二つ目の誕生日ですので、お誕生会皆さんで
お祝いをしたいと思います。宜しくお願い致しま
す。

池田達哉会長会長挨拶

再発会記念日例会
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市発展への熱い情熱に満ちた財界人が集まった大変エネルギッシュ
なクラブであったと想像できます。翌年の6月、郡山市公会堂で行わ
れたチャーターナイトでは、来賓の米山梅吉氏が祝辞の中で「月足ら
ずの子どもで、これが育つかどうかが一番心配だ」と述べられたそう
です。当時の会員は、RCを発会するにあたり大変なエネルギーとスピ
ード感をもって創立にご苦労されたと思いますが、米山氏においては、
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とが心配だったのではないかと思われます。その米山氏の言葉に、会
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扶助・親睦という形で立ち上げた。
ということになっておりますが、先輩
方が言うには「奥さんから離れて、
男だけで好きな酒を飲もう。こうい

う風にして決めたんだ」ということで始まった。その証拠に国際ロータ
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～40人おはいり頂いていると思うんであります。そういうように非常に評
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医者でありロータリアンでありノーベル平和賞を受賞したアルベルト・
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シュワイツァーが、「国際ロータリーのような組織が人間の人格の陶冶、
そして品位の育成には不可欠である」と言ってあります。人格の陶冶
というのは人格が磨き上げられることであります。ですからロータリーに
入ると人格が磨き上げられ品位が育成されますよという言葉を残して
おります。もう一つは、私が会長の時、会津の宮森ガバナーが「誇り高
き者の気概」と訳しました。「位の上にある人はそれだけ責任が重いん
ですよ。それを気概を持って対処して下さい、そして尚且つ謙虚でな
ければなりませんよ」ということを仰ったんですよ。最後になりますが、
ロータリアンは奉仕をしようとしている個人であります。ですから奉仕を
要請された時、ノーと言わない。これはロータリアンの基本であります。

福島スポーツエンタテインメント㈱
　代表取締役社長　宮田英治氏

次 回 第18回例会
令和2年11月12日㈭

ゲスト卓話

◎本日は楽しい再発会になります様に！新城さんの卓話、宜しくお願い
します!
 高橋孝行君、前田泰彦君、福内浩明君、石黒秀司君
 橋本謙一君、遠藤喜志雄君、丸山　弘君、平松敏郎君

乾杯 高橋良和君
　毎日毎日コロナコロナということで、タクシーは
夜街が死んだようになっておりまして、1人のお客
様をお乗せするのに2～3時間にやっとお1人乗

って頂けるかという大変な時代でございます。どうぞ今日は奉仕の
心で十分飲んで頂いて、真っ直ぐ帰らずに陣屋等でお遊びを頂
いて、お帰りにはタクシーをご利用頂ければと思います。皆様方の
お一人お一人の健康をお互いにご祈念しながら乾杯をしたいと
思います。乾杯。

祝舞　郡山芸妓連

ソングリーダー
渡邊邦浩君

中締め
福島佳之会長エレクト

　二つ目の誕生日ですので、お誕生会皆さんで
お祝いをしたいと思います。宜しくお願い致しま
す。

池田達哉会長会長挨拶
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