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会長挨拶

会長幹事会・クラブ協議会

池田達哉会長
　皆様、こんばんは。朝晩めっきり寒さを感じるように
なりましたが、日中はお天気が続いており、市内の公
園などは、今年は随分紅葉が綺麗だなと感じており

ます。本日はガバナー公式訪問例会です。ご紹介を致します。
2020-2021年度国際ロータリー第2530地区ガバナー石黒秀司様。地
区幹事関根信様。地区中央分区ガバナー補佐藤田弘美様。中央分
区幹事橋本弘幸様。井上厚様。会員一同皆様を心より歓迎を申し上
げます。石黒秀司ガバナーは、7月8日から始まった県内64クラブへの
ガバナー公式訪問が本日ホームクラブである当クラブへの訪問をもっ
て、最終の公式訪問となりました。これまで毎週2～3クラブを訪問さ
れ、RIのメッセンジャーとして各クラブの活性化や、クラブの在り方に
ついて精力的に、そして情熱的にお話をされてきました。本日は3時半
より会長・幹事会、4時半よりクラブ協議会が開催され、当クラブの運
営に関してあらゆる角度からご指導を賜りました。後ほど公式訪問と
しては最後のガバナー卓話を頂戴します。

総員／100名　出席／63名　欠席37名
出席率／63％　前回修正率／64.04％
他クラブ出席／8名

安藤紀彦委員長出席報告

◎郡山RCメーキャップは、2009学年度アエール君
（モンゴル）の世話クラブお礼以来で、本日は石

黒ガバナーのスピーチを期待します。 福島RC　加藤義朋君
◎ガバナー公式訪問も最後になりました。石黒ガバナーお疲れ様でご
ざいました。 ガバナー補佐　藤田弘美君
◎皆様、大変お世話になりました。只今、帰って参りました。やはりホー
ムクラブは最高だ。 石黒秀司君
◎石黒ガバナー、関根幹事、大変お疲れ様です。藤田ガバナー補佐
始め皆様を歓迎致します。

 池田達哉君、佐藤政弘君、遠藤友紀晴君、大木勝浩君
 高橋良和君、根本鎮郎君、鈴木禎夫君、佐藤　聡君
 鈴木　稔君、橋本　勝君、阿部充宏君、安藤紀彦君
 湯浅大郎君、丸山　弘君、阿部充正君、鈴木正晃君
 福島佳之君、関根　信君、今泉正規君、高橋孝行君
 平栗俊昭君、國津一洋君、有賀隆宏君、二瓶健一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　例会変更のお知らせが各テーブルに置かれてあ
ります。ご確認の上メーキャップをお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　ガバナー公式訪問に2日間3クラブへ同行させていただいた。そこ
には、青年会議所運動をしていた時代の仲間、仕事で関わりのある
方々、がたくさんいて、久しぶりに元気な顔に会えた。また新しい出会
いもいただいた。まさに「機会の扉を開く」公式訪問であった。石黒ガ
バナーへ、64クラブへのガバナー公式訪問お疲れさまでした。そして、
ありがとうございました。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

㈱テレビユー福島郡山総支社
執行役員郡山総支社長  渡邊邦浩君

次 回 第21回例会
令和2年12月3日㈭

会員卓話

ガバナー公式訪問例会

RI第2530地区 石黒秀司ガバナー公式訪問 例会 大懇親会

 伊野泰司君、神山英司君、橋本謙一君、幕田宙晃君
 中原喜範君、菅野秀士君、安倍元雄君、平松敏郎君
 佐藤文和君

2020-2021年度
国際ロータリー第2530地区
　　石黒秀司ガバナー

　1月のサンディエゴの国際協議会でRI会長のホルガー・ナックさんが
テーマ講演をされました。こんな問いかけから始まりました。「有機的か
つ持続可能な形で、いかにロータリーを成長させることができるか。い
かに現会員を維持し、クラブにふさわしい新会員を募れる。立ちはだ
かる課題に立ち向かう為に、いかに組織をつくるのか」ということなん
ですが、立ちはだかる課題というのはクラブによって色々違います。5年
後の郡山RCはどんなクラブになっているのか、そしてそのイメージをし
っかりとクラブで作り上げて、段階を踏んで、どのように具現化していく
のか、しっかりとクラブ内で検討していって頂きたいということでありまし
た。全世界的に言いますと、やはり会員は減少気味。特に日本・欧米は
減少、そしてクラブ数は変わりませんから、クラブがどんどん小さくなっ
ていく。福島RCの阿久津ガバナーをお務めの時は、20名以下のクラ
ブが1クラブしかなかったそうです。ところが今は20名以下のクラブが
沢山あります。ホルガー・ナックさんは「太陽が出ているうちに屋根を修
理しなければいけない」という話をされました。自覚症状が出る前に、
毎年体をチェックしながら悪いところを見つけていく。あまり顕在化しな
いうちに対応していこうという部分なんですよ。四つのテストがあります。
四つのテストは「私達は正直か、正しいか」、客観的に判断するには
非常に良い尺度であります。しかしもうちょっと変わらなければならない
ところがあるんじゃないか。変わらないと立ちはだかる課題に十分に対
応することができないんじゃないかという話もされました。2020-21年、ロ
ータリーが目指す姿ということで、RIテーマは「ロータリーは機会の扉を
開く」です。そして「私達は世界を変える行動人であり、私達が行動す
る時に社会の発展や世界の平和がもたらされ、ロータリーの成長発展
を目指して行く」。そこでグローバルロータリアンは自己研鑽の自覚を持
って、例会を始めあらゆる会合に参加をしていく。忙しければ忙しい人
ほど例会に出ていかなければいけない。このクラブに素晴らしいメンバ
ーの方々が多くおいでになります。そしてあまたの素晴らしい方 と々の
接点の中で、自分達が育てられていく。企業経営上のアイデアも交換
し、奉仕の発想の交換もしていった、常に倫理経営というのを提唱しな
がら、共存共栄の道を模索していこうということなんですね。
　どこも会員増強には苦労しています。では簡単に言うと、入りたい
RCになりましょうよという話をしてくるわけですが、入りたいRCというの
は一体どういった姿なのか、あのクラブに行くと素晴らしい方々が参集
し、そして自分磨きができるよ、というようなクラブ磨き・クラブ魅力最大
限化、そういった道を模索していかなければいけないであろうと私は思
います。RCには素晴らしい方々が参集しております。東京RCに去年
行きましたが、あの時に私の右隣に座った方が清水建設の清水会長
でした。左隣が東急百貨店の根津名誉会長だったんです。どちらも一
部上場会社の元社長の方がRCに集まって来ていて、我々がメーキャ

ガバナー公式訪問 
 例会

ップしたということで本当にフレンドリーに応対をしてくれました。RCとい
うのは素晴らしい方々が沢山います。そういった方 と々の自己磨きとい
う意識を持って接点を楽しんでいく必要もありなのかと思います。
　トーマス・エジソン、ウォルトディズニー、カーネル・サンダースもロータリ
アンでした。カーネルは10歳の時に家計を助ける為に農場で働いた。
仕事内容は森の木を切って更地にする仕事。ところが10歳の少年な
ので他のことに気を取られると手が止まり、クビになったそうです。その
時に2つのことを自分にルールとして課したそうです。「できることは全て
やれ、やるなら最善を尽くせ」ということで、その後一生懸命仕事をしま
す。26歳の時に会社に入りますが、与えられたテリトリーは営業実績が
あまり上がらないところ。でも彼は10歳の時に自分に課したルールを守
り、一生懸命仕事をし成果を上げてロータリアンになるそうです。「最も
よく奉仕をするもの、最も多く報いられる。生涯奉仕」この2つのモットー
を自分のルールに課して大成功を収めていきます。そしてRCで別の重
要な考え方にも出会います。四つのテストです。新しいビジネスを始め
る際に四つのテストでその価値を検証するようにしました。ガソリンスタ
ンド、ビジネスホテル、レストラン、大成功を収めます。その時もこの四つ
のテストで判断されました。日本にもこういった方がいます。ハードオフ
cpです。この会社の経営理念が正に四つのテストで「社会の為になる

か、お客様の為になるか、社員の為になるか、会社の為になるか」、優
先順位はこの順番で全ての条件を満たしているということが経営理
念の四つのテストということです。この四つのテストの提唱者ハーバー
ド・J・テイラーの自叙伝に、「この四つのテストどのように使ったらいいん
ですか？」とよく聞かれたそうです。「まずは暗記することが始めて下さ
い。その四つのテストで自分の考え、言葉、行い、全てを点検して下さ
い。四つのテストを用いる人はすぐにその使い方に慣れて、いつの間
にか人 と々の交際がうまくいくようになる」と書いてありました。その次に
「四つのテストを応用する人は、かくして人生の精度を上げることがで
き、高い道徳的生き方を身に付けることができて、自分の選んだ職業
専門分野で成功するであろうと、書いてありました。私達のクラブは東
北で一番最初にできたクラブです。当然その誇り、格式、これは次代に
繋いでいかなければいけない。それがやはり池田会長の役目である
し、85周年の今、それをしっかりと検証し、そしてしっかりと繋いで行く。
そういう役目が時の会長にはあると思いますし、我々は地区のリードク
ラブです。是非引っ張って行くんだと、いつもこの誇りを持ってロータリ
ー活動をやって行こう。職業奉仕を邁進しようよと、そんなロータリーライ
フを送って行こうではありませんか。本当にこの公式訪問の間、大変お
世話になりました。ありがとうございました。

中締め
福島佳之会長エレクト

ソングリーダ
堀川紀房君

乾杯
新城義雄バスト会長

会長挨拶
池田達哉会長

公式訪問例会 記念撮影

石黒秀司ガバナー・令夫人
花束贈呈
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し、そして自分磨きができるよ、というようなクラブ磨き・クラブ魅力最大
限化、そういった道を模索していかなければいけないであろうと私は思
います。RCには素晴らしい方々が参集しております。東京RCに去年
行きましたが、あの時に私の右隣に座った方が清水建設の清水会長
でした。左隣が東急百貨店の根津名誉会長だったんです。どちらも一
部上場会社の元社長の方がRCに集まって来ていて、我々がメーキャ
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ップしたということで本当にフレンドリーに応対をしてくれました。RCとい
うのは素晴らしい方々が沢山います。そういった方 と々の自己磨きとい
う意識を持って接点を楽しんでいく必要もありなのかと思います。
　トーマス・エジソン、ウォルトディズニー、カーネル・サンダースもロータリ
アンでした。カーネルは10歳の時に家計を助ける為に農場で働いた。
仕事内容は森の木を切って更地にする仕事。ところが10歳の少年な
ので他のことに気を取られると手が止まり、クビになったそうです。その
時に2つのことを自分にルールとして課したそうです。「できることは全て
やれ、やるなら最善を尽くせ」ということで、その後一生懸命仕事をしま
す。26歳の時に会社に入りますが、与えられたテリトリーは営業実績が
あまり上がらないところ。でも彼は10歳の時に自分に課したルールを守
り、一生懸命仕事をし成果を上げてロータリアンになるそうです。「最も
よく奉仕をするもの、最も多く報いられる。生涯奉仕」この2つのモットー
を自分のルールに課して大成功を収めていきます。そしてRCで別の重
要な考え方にも出会います。四つのテストです。新しいビジネスを始め
る際に四つのテストでその価値を検証するようにしました。ガソリンスタ
ンド、ビジネスホテル、レストラン、大成功を収めます。その時もこの四つ
のテストで判断されました。日本にもこういった方がいます。ハードオフ
cpです。この会社の経営理念が正に四つのテストで「社会の為になる

か、お客様の為になるか、社員の為になるか、会社の為になるか」、優
先順位はこの順番で全ての条件を満たしているということが経営理
念の四つのテストということです。この四つのテストの提唱者ハーバー
ド・J・テイラーの自叙伝に、「この四つのテストどのように使ったらいいん
ですか？」とよく聞かれたそうです。「まずは暗記することが始めて下さ
い。その四つのテストで自分の考え、言葉、行い、全てを点検して下さ
い。四つのテストを用いる人はすぐにその使い方に慣れて、いつの間
にか人 と々の交際がうまくいくようになる」と書いてありました。その次に
「四つのテストを応用する人は、かくして人生の精度を上げることがで
き、高い道徳的生き方を身に付けることができて、自分の選んだ職業
専門分野で成功するであろうと、書いてありました。私達のクラブは東
北で一番最初にできたクラブです。当然その誇り、格式、これは次代に
繋いでいかなければいけない。それがやはり池田会長の役目である
し、85周年の今、それをしっかりと検証し、そしてしっかりと繋いで行く。
そういう役目が時の会長にはあると思いますし、我々は地区のリードク
ラブです。是非引っ張って行くんだと、いつもこの誇りを持ってロータリ
ー活動をやって行こう。職業奉仕を邁進しようよと、そんなロータリーライ
フを送って行こうではありませんか。本当にこの公式訪問の間、大変お
世話になりました。ありがとうございました。
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