
　皆様、こんにちは。本日で今年最後の例会になりま
す。７月から半年の間、会員の皆様には大変お世話
になりました。新年も変わりなく宜しくお願い申し上げま

す。本日は後程、クラブ総会を行います。次年度、福島年度の役員理事
のご承認を賜りますので宜しくお願い致します。本日の例会メイクアップ
のお客様をご紹介致します。アーバンRCより来年２月に開催されます
IMのPRの為にわざわざおいで頂きました。今年度、中央分区IM実行
委員長、蔭山寿一さん。同じく実行副委員長、味戸誠一郎さんです。今
年度、中央分区の各クラブには、分区内の郡山クラブより石黒ガバナー
を輩出していることから、今までの地区の行事に於いて、また４月に行わ
れる地区大会に於いても分区のロータリアンの皆様にはたくさんのご協
力、お手伝いを頂くことになっております。そういう意味でも、２月のIMに
は郡山メンバー挙って参加し、分区の皆様と更なる協調を図れるようお
願いしたいと思っております。
　さて今月の初めに、2020年流行語大賞が発表され、予想通り「３密」
が選ばれました。厚生労働省などが呼びかけた新型コロナウイルスの
感染防止を目的とする新概念、新習慣である「３密」は当初広がりを見
せなかったようですが、小池百合子都知事が殺到する報道陣に対し
て「密です、密です」を連呼したことが報じられると、話題となり認知され
始めた、との事のようです。また、インターネット上で頻繁に使用されたフレ
ーズを独自で調査する「SNS流行語大賞2020」の第一位には「Stay 
Home／おうち時間」が選ばれました。新型コロナウイルスに見舞われ
た今年を象徴するワードとして、個人だけではなく、企業もキャンペーン
などで積極的に利用しており「Stay Home」における「おうち時間」の
楽しみ方や暮らしの工夫など、ポジティブな発信も多く見られた、というこ
とです。更に、今年1年の世相を漢字一文字で表す「今年の漢字」が
京都の清水寺で発表され、「密」の文字が選ばれました。「密」が選ば
れた理由として、新型コロナウイルスの感染拡大で「３密」という言葉が
使われ、多くの人が常に「密」を意識しながら行動するようになったこと
や、離れていてもオンラインなどで大切な人との関係が「密」接になった
こと、が挙げられています。いずれにしても、新型ウイルスに翻弄された
一年だったことを象徴しておりますが、来年は是非「楽しい」とか「笑う」
とかハッピーな流行語になって欲しいものであります。
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会長挨拶 池田達哉会長

　１月一週目の例会ですが、新年会例会となりまして
夜の例会になります。この後、変更があれば、再度検
討させて頂きたいと思います。宜しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

 明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し
上げます。昨年は新型コロナウイルスに振り回された一年となりま
したが、まだまだ気の抜けない状況が続いております。今年も３密
を避けながらのクラブ運営になると思いますが、前向きに活動をし
ていきましょう。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／47名　欠席／53名
出席率／47％　前回修正率／100％
他クラブ出席／2名

安藤紀彦委員長出席報告

◎IM宜しくお願い致します。
 郡山アーバンRC　蔭山 寿一君、味戸誠一郎君

◎本日も例会ご参加、ありがとうございます。蔭山IM実行委員長、味
戸IM実行副委員長を歓迎致します。 池田達哉君

◎本日も出席ありがとうございます。今年最後の例会で、半分になりま
した。来年も宜しくお願いします。仁君、卓話楽しみにしてます。
 佐藤政弘君
◎誕生日プレゼントありがとうございました。本日の卓話、宜しくお願い
します。 山口　仁君
◎メリークリスマス!会員の皆様、今年一年間ありがとうございました。
山口さんの卓話、楽しみにしています。 大木勝浩君

◎本年一年、大変お世話になりました。また後半も宜しくお願い申し上
げます。山口仁さんの卓話、楽しみです。 石黒秀司君

◎本年もお世話になりました。来年はいい年でありますように!山口仁
さんの卓話、楽しみにしています。 佐藤　聡君、有賀隆宏君
◎メリークリスマス!山口仁さん、期待していませんけど楽しみ。
 湯浅大郎君
◎結婚祝い、ありがとうございました。１年間お世話になり、ありがとう
ございます。来年は良い年でありますように。 佐藤尚宏君
◎来年も宜しくお願いします。 福島佳之君、菅野秀士君
◎１年間様々な機会を与えて頂き、ありがとうございました。
 初瀬照夫君
◎今年もお世話になりました。来年はいい年でありますように。
 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　「2023～2024年度会長候補者の指名」の件ですが、郡山RC定款
第８条第２節によりますと、役員を選挙する為の年次総会は細則の定

年次総会
2023～2024年度会長候補者の件

池田達哉会長

　2021～2022年度の役員理事を皆様にお諮り頂き
たいと思っております。先ほど池田達哉会長から、「来年度はコロナに
負けずにやる」というお話がありましたが、皆様のお力をお借りして、みん
なで楽しい一年を作ることをお約束したいと思います。

2021～2022年度
役員理事選任の件

福島佳之会長エレクト

　中央分区IMのご案内です。令和３年２月６日㈯午
後３時登録、今年度のテーマは、「我がクラブ活性化
への道」と題しまして行います。10RCから動画による

活動方針を発表頂き、それを基に基調講演を賜ります。コロナ禍の中、
大変厳しい状況ですが、万全の対策を考慮しながら開催したいと考え
ておりますので、宜しくお願い致します。

蔭山寿一IM実行委員長

本日は会員卓話と致しまして、疾病予防月間ですの
で山口仁さんにお話を頂きたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

公益社団法人郡山青年会議所
2021年度理事長　栁沼勝恵氏

次 回 第26回例会
令和3年1月14日㈭
ゲスト卓話

〒963‒8813  郡山市芳賀 2‒19‒14

㈱共立建築設計事務所
代表取締役 幕　田　宙　晃

☎ 944‒2278　　944‒0310
〒963‒8835  郡山市小原田 3‒5‒9

㈱ベーシックアイディーズ
代表取締役 宮　川　卓　也

☎ 973‒6165　　973‒6165

　私は昨年度より石黒秀司ガバナーご指導の下、関
根信地区幹事と一緒に第2530地区の運営を微力ながら頑張ってい
るところです。我が郡山RCは福島県内のクラブは優に及ばず、東北六
県全てのRCより大変注目を浴び、そして尊敬を頂いているクラブだとい
うことがよく分かりました。歴史と偉大な諸先輩方が作って来られた我
が郡山RCの、伝統あるこれからの行先を担うことになる会長指名とい
うことで、大変責任を痛感しております。私の任期までは２年少しありま
すが、その間一生懸命努力しながら勉強させて貰いながら、郡山クラ
ブの運営を頑張って行きたいと思っております。諸先輩のご指導をお願
いをして私の挨拶に変えたいと思います。

2023～2024年度
会長予定者挨拶

菅野秀士君

　先週のクリスマス家族会は多くの皆様にご参加頂
きまして、本当にありがとうございます。多くのご協賛を

頂きまして、盛り上がったクリスマス家族会になったかなと思います。ま
た、次年度も楽しい親睦を深められるように頑張って参ります。

親睦活動委員会報告
二瓶健一副委員長

山口薬品㈱
代表取締役　山口　仁君
　福島県の薬剤師会で役を頂い
ておりまして、実は薬剤師も在宅
訪問をするサービスを行っています。医療関係者・県民の皆様にはま
だまだ知られていません。その指示がなくてもまずはお試しに薬剤師
に来て貰って在宅の管理をしませんか、福島県薬剤師会で行ってい
る事業を民報、民友に今日の新聞に掲載をさせて頂いた次第です。
さて70歳を超えるとおおよそ８割の方が何らかの薬を服用していま
す。年齢を重ねる毎に薬の種類が増えて行きます。薬の種類が増え
るということは、AとBの飲み合わせ、BとCの飲み合わせ、AとDの飲
み合わせ、AとCの飲み合わせ、こういった色んなパターンを考えてい
かなければならないんじゃないかと思っています。私が薬剤師になっ
た頃は、1日３回の高血圧の薬が技術の進展で平成４年にはカルスロ
ットという１日１回の薬を出しました。高血圧で言うと、70を超えると大
体８割の方が高血圧と診断をされています。70代の方だと50％の方
が高血圧の薬の飲んでおります。糖尿病もしくは糖尿病を疑われてい
る率は、70代は15～20％の方がちゃんと薬を飲んでいるかというと、
飲んでいない方が非常に多いです。薬の正しい飲み方三原則です
が、決められた量を決められた時間に決められた方法で必ず飲んで
頂きたいと思います。冬季で一番怖いのは、これヒートショックです。昨
年も5,000人程度の方がお亡くなりになっています。寒い所から急に
暖かい所に行くことによって、血圧の上下によって意識を失ったり、そ
のまま浴槽に浸かってしまって溺死をしてしまう。脱衣所と浴室を十分
に温めてから、それから、おくすり手帳は非常に重要なツールになりま
す。薬に関して何か分からないことや不安なことがあれば、遠慮なくご
相談頂ければと思います。

会員卓話

めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない、とあ
ります。本総会がそれにあたります。また、郡山RC細則第３条第１節に
は、会長候補者の指名については、クラブの決定するところに従って、
指名委員会または出席全会員いずれか一方または双方によって行う
ことができる、とあります。それに従いまして、去る11月25日、郡山クラブ歴
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て承認されました。会員の皆様にお諮り致します。ご承認頂けますでしょ
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なで楽しい一年を作ることをお約束したいと思います。

2021～2022年度
役員理事選任の件

福島佳之会長エレクト

　中央分区IMのご案内です。令和３年２月６日㈯午
後３時登録、今年度のテーマは、「我がクラブ活性化
への道」と題しまして行います。10RCから動画による

活動方針を発表頂き、それを基に基調講演を賜ります。コロナ禍の中、
大変厳しい状況ですが、万全の対策を考慮しながら開催したいと考え
ておりますので、宜しくお願い致します。

蔭山寿一IM実行委員長

本日は会員卓話と致しまして、疾病予防月間ですの
で山口仁さんにお話を頂きたいと思います。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

公益社団法人郡山青年会議所
2021年度理事長　栁沼勝恵氏

次 回 第26回例会
令和3年1月14日㈭
ゲスト卓話

〒963‒8813  郡山市芳賀 2‒19‒14

㈱共立建築設計事務所
代表取締役 幕　田　宙　晃

☎ 944‒2278　　944‒0310
〒963‒8835  郡山市小原田 3‒5‒9

㈱ベーシックアイディーズ
代表取締役 宮　川　卓　也

☎ 973‒6165　　973‒6165

　私は昨年度より石黒秀司ガバナーご指導の下、関
根信地区幹事と一緒に第2530地区の運営を微力ながら頑張ってい
るところです。我が郡山RCは福島県内のクラブは優に及ばず、東北六
県全てのRCより大変注目を浴び、そして尊敬を頂いているクラブだとい
うことがよく分かりました。歴史と偉大な諸先輩方が作って来られた我
が郡山RCの、伝統あるこれからの行先を担うことになる会長指名とい
うことで、大変責任を痛感しております。私の任期までは２年少しありま
すが、その間一生懸命努力しながら勉強させて貰いながら、郡山クラ
ブの運営を頑張って行きたいと思っております。諸先輩のご指導をお願
いをして私の挨拶に変えたいと思います。

2023～2024年度
会長予定者挨拶

菅野秀士君

　先週のクリスマス家族会は多くの皆様にご参加頂
きまして、本当にありがとうございます。多くのご協賛を

頂きまして、盛り上がったクリスマス家族会になったかなと思います。ま
た、次年度も楽しい親睦を深められるように頑張って参ります。

親睦活動委員会報告
二瓶健一副委員長

山口薬品㈱
代表取締役　山口　仁君
　福島県の薬剤師会で役を頂い
ておりまして、実は薬剤師も在宅
訪問をするサービスを行っています。医療関係者・県民の皆様にはま
だまだ知られていません。その指示がなくてもまずはお試しに薬剤師
に来て貰って在宅の管理をしませんか、福島県薬剤師会で行ってい
る事業を民報、民友に今日の新聞に掲載をさせて頂いた次第です。
さて70歳を超えるとおおよそ８割の方が何らかの薬を服用していま
す。年齢を重ねる毎に薬の種類が増えて行きます。薬の種類が増え
るということは、AとBの飲み合わせ、BとCの飲み合わせ、AとDの飲
み合わせ、AとCの飲み合わせ、こういった色んなパターンを考えてい
かなければならないんじゃないかと思っています。私が薬剤師になっ
た頃は、1日３回の高血圧の薬が技術の進展で平成４年にはカルスロ
ットという１日１回の薬を出しました。高血圧で言うと、70を超えると大
体８割の方が高血圧と診断をされています。70代の方だと50％の方
が高血圧の薬の飲んでおります。糖尿病もしくは糖尿病を疑われてい
る率は、70代は15～20％の方がちゃんと薬を飲んでいるかというと、
飲んでいない方が非常に多いです。薬の正しい飲み方三原則です
が、決められた量を決められた時間に決められた方法で必ず飲んで
頂きたいと思います。冬季で一番怖いのは、これヒートショックです。昨
年も5,000人程度の方がお亡くなりになっています。寒い所から急に
暖かい所に行くことによって、血圧の上下によって意識を失ったり、そ
のまま浴槽に浸かってしまって溺死をしてしまう。脱衣所と浴室を十分
に温めてから、それから、おくすり手帳は非常に重要なツールになりま
す。薬に関して何か分からないことや不安なことがあれば、遠慮なくご
相談頂ければと思います。

会員卓話

めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない、とあ
ります。本総会がそれにあたります。また、郡山RC細則第３条第１節に
は、会長候補者の指名については、クラブの決定するところに従って、
指名委員会または出席全会員いずれか一方または双方によって行う
ことができる、とあります。それに従いまして、去る11月25日、郡山クラブ歴
代会長会の席にて「会長指名委員会」を行いました。その場にて2023
～2024年度会長の候補者につき菅野秀士君が推挙され満場一致に
て承認されました。会員の皆様にお諮り致します。ご承認頂けますでしょ
うか。（拍手）菅野秀士君を当選確定と致します。
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