
　皆様、こんにちは。例会に先立ち行われました
役員理事会の報告をさせて頂きます。大変残念
ですが、菊池亮介君より、退会の申し出がありまし

た。菊池君は自分で何か社会奉仕のようなことをしっかりやって行
きたいということです。
　クリスマス家族会の件ですが、今非常にコロナの感染がまた増
え始めているということで、ホテルと色々協議をしながら開催に向
けて準備をしているところですが、今回のクリスマス家族会には
小さいお子様に関してはご参加を戴かないと決め、会員とご夫人
様だけのクリスマス家族会にさせて頂きます。1月のプログラムの
例会の中では職業奉仕月間です。例年職場訪問していることを
取りやめ、1月度は通常の会員卓話で職業に特化したお話を聞
けるような例会にさせて頂きたいと思います。
　さて、ロータリーの年間プログラムでは、今月は「疾病予防と治
療月間」です。第3週12月24日は今年の最終の例会ですが、会員
の山口薬品㈱代表山口仁さんに卓話をお願いし、中高年の気を
付けるべき病気とお薬との付き合い方についてお話を聞く予定に
なっております。また、その日は、郡山RC定款に則りまして例会の
中で年次総会を行います。年次総会では来年度、2021～2022
年度福島佳之会長年度の役員理事のご承認を諮らせて頂きま
すので、多数の会員の皆様のご出席をお願い致します。師走に
なりました。例年ですと気ぜわしく年末の準備や忘年会等で忙し
く動くことが多いわけですが今年はご承知の通り、何とも言いよう
のない閉塞感に包まれているような気がしてなりません。その中で
当クラブは、会場であるビューホテルさんの慎重な対策のお陰も
あり、例会の中止等もなくここまで進んで参りました。これからも、会
員の皆様の安心安全を十分に確保しながら、新しい生活様式の
中で、郡山クラブらしい運営を行って参りたいと思っております。こ
れからも皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
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会長挨拶 池田達哉会長

　12月8日は世界平和への思いを歌ったミュージシャン：ジョンレノ
ンの命日。もうあれから40年。もし、彼が生きていたら、このコロナ禍
の中、僕たちにどんなメッセージを与えてくれたのだろう。
　早いもので今年もあと1ヶ月を切りました。来年は、コロナウイルス
が終息するよう祈るばかりです。（幕田　宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／57名　欠席／43名
出席率／57％　前回修正率／62.92％
他クラブ出席／0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。
TUF渡邊総支社長、卓話楽しみです。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は、渡邊総支社長の卓話を楽しみにしております。
　 伊野泰司君、太田　宏君
 鈴木　稔君、大木勝浩君
 橋本謙一君、石井祐一君
◎結婚記念、ありがとうございます。何回目かな？渡邊先輩の卓話
楽しみです。 佐藤尚宏君
◎卓話、お聞き苦しいかと思いますが、宜しくお願いします。
 渡邊邦浩君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

㈱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

　弊社は1983年6月に設立致しまして、12月に開局をしました。
2006年にはデジタル放送を開始しました。本社は福島市西中央
で、東京・大阪・仙台・郡山・会津若松・いわきに支社があります。従
業員は関連会社含めて170名で、キー局はTBSテレビです。福
島テレビが最初はTBS系列でしたが、私どもが開局した時に
TBS系列になり、福島テレビはフジテレビ系列になりまして、非常
に全国的にも珍しいんですけどネットチェンジという形です。
　私は昭和36年8月23日に郡山市本町で生まれまして、金透小
学校・郡山第二中学校・安積高校と進んで参りました。小学5年生
の1年間だけ合奏団に在籍しまして、コントラバスという楽器をさ
せて頂きました。ピアノやオルガンを習っていない子供だったので、
ついていくのが大変な状況でしたが、コンクール等にも出演してお
りました。中学ではバスケットボールをしてましたが、当時はうさぎ跳
びや空気椅子をやらされまして、成長期に膝の軟骨が出てきてし
まい1年間で辞めてしまいました。
2年の時に野球部に入り2年間続けました。その後、高校・大学と
進み、1985年にテレビユー福島に入社致しました。配属先が業
務局で、営業系の部隊でした。8月12日の日航機墜落事故があり
まして、会社で情報収集に夜遅くまでに会社に残っていました。
1995年4月1日に郡山支社に配属になりまして、2年程郡山で営業
をさせて頂いておりました。1997年3月20日に地下鉄サリン事件が
あり、この時は東京にいましたが、間一髪その場に遭遇はしませ
んでしたが、地下鉄から乗降客が出てこられて倒れていらっしゃ
るというのが記憶に鮮明にあります。今回23年ぶりに郡山に赴任
して参りましたが、2017年3月に本社で営業局長をやらせて頂き、
2019年2月1日に大阪に赴任になり、2020年7月1日に郡山支社に
戻ってきたという状況です。個人的には最後のサラリーマン生活

会員卓話

　12月からロータリーレートは1ドル105円に変更
になります。
　1週目の1月7日の例会は、5時30分より御祓い

の儀を行い6時より当ホテルで例会新年会を行います。2月6日に
中央分区のインターシティミーティングが行われます。2月4日の例
会が移動になります。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　12月24日の例会は年次総会となっております。
当日は山口薬品㈱の山口代表に卓話を頂きま

す。12月31日は休会となります。本日は会員卓話と致しまして、㈱テ
レビユー福島郡山総支社の渡邊総支社長より卓話を頂戴するこ
とになっております。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　ホームミーティングのお知らせです。ロータリー
を知るための新会員の研修会を1月21日6時から

京香にて開催致します。大野勝久パスト会長に講師をお願いして
おりますので、対象の方は奮ってご参加頂ければと思います。

ロータリー情報委員会報告
佐藤　聡委員長

クリスマス家族会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第23回例会
令和2年12月17日㈭

に近づいて来ていますが、郡山に戻って来れたということは大変
嬉しいことで、皆さんにお目にかかれて少しでもお役に立てるよう
に頑張って行こうと思っております。私どもの番組ついてですが、
月～金で「げっきんチェック」「夕方のニュース」、「ふくしま
SHOW」という番組がこの4月からスタート致しました。水曜日の19
時からで、コロナで今年は在宅率が上がりまして視聴率が良くな
ってきているという状況です。短い時間なんですが、私の話を聞い
ているよりは番組を御覧になって頂こうと思います。三春町と安積
町の違いというのがありまして、三春町はタレントさんが出てました
が、安積町はタレントさんが出てないんですね。これは何故かと言
いますと、コロナになりまして東京からタレントさんが来れなくなった
という事情があって、色 と々スタッフも大変苦労を致しまして、もう1
回地元の話題を掘り下げていこうということで、こういう制作の構
成をしたら逆に視聴率が上がってきたという、工夫次第というかタ
レントを使うと、制作者もタレントに頼るというのもあります。そしてコ
ロナになって移動が出来なくなったということで、県外に出られな
いという状況が続いたので、意外と福島県内を見直すようになりま
した。スタッフが色んな所を探してきて、今までに無いものを紹介し
て行こう、もう1回県内を見直して行こうというコンセプトで番組作り
を進めていったというのが大きな要因です。NHKと民放4局が震
災から10年ということで、11月11日からキャンペーンを始めておりま
す。「震災から10年の節目を迎えるにあたり、その先の未来に踏
み出す為に私達5局は手をつなぎ、新たな福島を紡いでいきた
い」ということがコンセプトです。こういう取り組みも5局で進めてい
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142

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副委員長

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

14日／柿木田　修君
15日／遠藤喜志雄君
16日／山口　　仁君
24日／佐藤　文和君

12月誕生日祝い

　1日／福内　浩明君
　2日／滝田金之介君（ダイヤモンド婚）
　5日／渡邊　邦浩君
 鈴木　淳策君
12日／阿部　英二君
15日／本名善兵衛君
 宗像　　剛君
14日／小田　修史君
 佐藤　尚宏君
22日／今泉　正規君
24日／幕田　宙晃君
 田島　茂樹君

12月結婚記念日祝い

〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240
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　クリスマス家族会の件ですが、今非常にコロナの感染がまた増
え始めているということで、ホテルと色々協議をしながら開催に向
けて準備をしているところですが、今回のクリスマス家族会には
小さいお子様に関してはご参加を戴かないと決め、会員とご夫人
様だけのクリスマス家族会にさせて頂きます。1月のプログラムの
例会の中では職業奉仕月間です。例年職場訪問していることを
取りやめ、1月度は通常の会員卓話で職業に特化したお話を聞
けるような例会にさせて頂きたいと思います。
　さて、ロータリーの年間プログラムでは、今月は「疾病予防と治
療月間」です。第3週12月24日は今年の最終の例会ですが、会員
の山口薬品㈱代表山口仁さんに卓話をお願いし、中高年の気を
付けるべき病気とお薬との付き合い方についてお話を聞く予定に
なっております。また、その日は、郡山RC定款に則りまして例会の
中で年次総会を行います。年次総会では来年度、2021～2022
年度福島佳之会長年度の役員理事のご承認を諮らせて頂きま
すので、多数の会員の皆様のご出席をお願い致します。師走に
なりました。例年ですと気ぜわしく年末の準備や忘年会等で忙し
く動くことが多いわけですが今年はご承知の通り、何とも言いよう
のない閉塞感に包まれているような気がしてなりません。その中で
当クラブは、会場であるビューホテルさんの慎重な対策のお陰も
あり、例会の中止等もなくここまで進んで参りました。これからも、会
員の皆様の安心安全を十分に確保しながら、新しい生活様式の
中で、郡山クラブらしい運営を行って参りたいと思っております。こ
れからも皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
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執行役員郡山総支社長
　　　　　渡邊邦浩君

　弊社は1983年6月に設立致しまして、12月に開局をしました。
2006年にはデジタル放送を開始しました。本社は福島市西中央
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びや空気椅子をやらされまして、成長期に膝の軟骨が出てきてし
まい1年間で辞めてしまいました。
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になります。
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の儀を行い6時より当ホテルで例会新年会を行います。2月6日に
中央分区のインターシティミーティングが行われます。2月4日の例
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京香にて開催致します。大野勝久パスト会長に講師をお願いして
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に近づいて来ていますが、郡山に戻って来れたということは大変
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に頑張って行こうと思っております。私どもの番組ついてですが、
月～金で「げっきんチェック」「夕方のニュース」、「ふくしま
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時からで、コロナで今年は在宅率が上がりまして視聴率が良くな
ってきているという状況です。短い時間なんですが、私の話を聞い
ているよりは番組を御覧になって頂こうと思います。三春町と安積
町の違いというのがありまして、三春町はタレントさんが出てました
が、安積町はタレントさんが出てないんですね。これは何故かと言
いますと、コロナになりまして東京からタレントさんが来れなくなった
という事情があって、色 と々スタッフも大変苦労を致しまして、もう1
回地元の話題を掘り下げていこうということで、こういう制作の構
成をしたら逆に視聴率が上がってきたという、工夫次第というかタ
レントを使うと、制作者もタレントに頼るというのもあります。そしてコ
ロナになって移動が出来なくなったということで、県外に出られな
いという状況が続いたので、意外と福島県内を見直すようになりま
した。スタッフが色んな所を探してきて、今までに無いものを紹介し
て行こう、もう1回県内を見直して行こうというコンセプトで番組作り
を進めていったというのが大きな要因です。NHKと民放4局が震
災から10年ということで、11月11日からキャンペーンを始めておりま
す。「震災から10年の節目を迎えるにあたり、その先の未来に踏
み出す為に私達5局は手をつなぎ、新たな福島を紡いでいきた
い」ということがコンセプトです。こういう取り組みも5局で進めてい
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142

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副委員長

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

14日／柿木田　修君
15日／遠藤喜志雄君
16日／山口　　仁君
24日／佐藤　文和君

12月誕生日祝い

　1日／福内　浩明君
　2日／滝田金之介君（ダイヤモンド婚）
　5日／渡邊　邦浩君
 鈴木　淳策君
12日／阿部　英二君
15日／本名善兵衛君
 宗像　　剛君
14日／小田　修史君
 佐藤　尚宏君
22日／今泉　正規君
24日／幕田　宙晃君
 田島　茂樹君

12月結婚記念日祝い

〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240


