
　皆様、こんばんは。本日は恒例のクリスマス家
族会です。会員の皆様並びにご夫人の皆様の
ご参加を心より歓迎申し上げます。家族会と申し

ましたが、理事会にて今回の家族会は新型コロナウイルスの感染
予防で、お子様のご参加をご遠慮頂こうと判断致しました。そして
可能な限りの感染予防をした上で、奥様同伴での例会と致しまし
た。毎年参加され、楽しみにしているお子様、お孫さん達がいるの
を十分に承知した上での苦渋の決断でございました。是非ご理
解頂けますようお願い申し上げます。尚、ご参加を予定されていま
したお子様方には、クラブから些少ですがクリスマスプレゼントを
ご用意させて頂きますので、クリスマスに間に合うようお届けさせ
て頂きます。
　私の毎月の例会の挨拶の中で、「今月は〇〇月間です」という
お話をさせて頂いておりますが、これはRIが規定しております特
別月間のことです。その月はロータリーの各重点分野をクラブや
地区のプログラムとして推進をして下さいとのことで、12月は「疾
病予防と治療月間」です、来週のプログラムには薬剤師でもある
山口仁さんに卓話を頂く予定になっております。
　実は2014年まではこの12月が家族月間でありました。2014年
度のRI理事会にて、この特別月間をロータリーの重点分野を強
調するものに変更するとされ、家族月間が無くなったわけです。そ
れまでのロータリーでは、この家族月間に「世界平和は地域、家
族から始まる」との考えから、「ロータリアン一人一人が家族や地
域社会への理解や奉仕を分かち合いましょう」として家族会等の
プログラムが奨励されたということです。ここで言うロータリーの家
族とは、ロータリアンとその家族のみならず、インターアクターやロー
ターアクター、ロータリーの財団、学友、ロータリー奨学生等、ロータ
リーに関係する組織のメンバー全てをロータリーファミリーと呼んで
います。郡山RCでは家族月間が無くなった今でも、このクリスマス
の時期はこうしてご家族と共にロータリーでの懇親を深め、家族
共々にロータリーへの理解をして行く機会というものを大切にして
いきたいと思っております。今日は会員の皆様方から沢山のご協
賛品を頂戴致しました。誠にありがとうございます。また、本日担当
の矢部委員長率いる親睦活動委員会のメンバーには、早い時間
から準備に入って頂きました。宜しくお願い致します。今日は会場
内でチャリティー募金をお願いしております。このクリスマスという
機会に素敵なプレゼントが当たった人も、そうでない方も沢山のご
寄付を是非宜しくお願いします。
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◎クリスマス家族会へのご参加ありがとうございます。皆様からの
ご協賛に心より感謝申し上げます。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日も楽しく!メリークリスマス!
 高橋孝行君、二瓶健一君、鈴木禎夫君、大木勝浩君
 遠藤友紀晴君、小田修史君、橋本謙一君、菅野秀士君
◎親睦委員会の皆様、お世話になります。メリークリスマス。
 中原喜範君、橋本　勝君、髙橋裕一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告 橋本謙一委員長

 是非クリスマス例会を楽しんで頂ければと思い
ます。
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次 回 第25回例会
令和３年１月７日㈭

　年末の風物詩「今年の漢字」が「密」となりました。本来、「密」
は活気、賑わいには欠かせないものです。コロナとなると「密」は
一番の敵。経済と感染症との「鬩ぎ合い」早く終息してほしいもの
です。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

14年：鈴木禎夫君
13年：菅野秀士君
 関根　信君
12年：佐藤　聡君
11年：池田達哉君
10年：有賀隆宏君
 佐藤政弘君
　7年：大木勝浩君
 髙橋裕一君
　6年：堀川紀房君
 幕田宙晃君
　5年：高橋孝行君
 福島佳之君
　4年：中原喜範君
　2年：佐藤光一君
 福内浩明君

【バイオリン　菅野里香氏】金透小学校特設音楽部でバイオリンを始める、郡山
　　第二中学校、安積高校、東京音楽大学卒。

【バイオリン　中野目雅子氏】金透小学校特設音楽部でオーケストラを始め、郡
　　山第二中学校、尚志高校、武蔵野音楽大学卒。

【ピアノ　青木瞭弥氏】郡山第二中学校、安積高校、東京芸術大学卒。

皆様へのコメント･コロナ感染拡大の影響によりコンサートの中止が相次ぎ、音
楽をお客様にお届けできない状況が続き、悶 と々する日々 を過ごしておりました。故
郷郡山で、皆様の前で演奏できることに感謝いたします。
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