
　新年あけましておめでとうございます。本来で
したら例会後新年会を開催の予定でありました
が、コロナの関係で、酒席を伴う宴会は中止にさ

せて頂きました。しかし、こうして沢山の会員の皆様に例会にご参
加をして頂けたことに対し、大きな喜びと共にロータリークラブの
友情に大変感動をしております。
　さて、例会に先立ちまして理事会が開催されました。新会員の
承認を頂きました。㈱青木工機の青木誠さん、職業分類は機械
工具卸です。もう一方、矢田工業㈱の成田英樹さん、職業分類は
鋼構造物工事業です。ご承認頂きますでしょうか。次週より例会
にご参加を頂きます。
　また、例会前に５階神殿にて新年祈祷を執り行わせて頂きまし
た。安積国造神社安藤宮司にお祓いを受け、今年がより良い年に
なるようお祈りをして参りました。お帰りには破魔矢、お神酒をお
持ち帰り頂ければと思います。今年は干支で言うと丑年、辛丑
（かのとうし）という年だそうです。私の生まれも辛丑、実は還暦
になります。証券取引の相場格言では「丑つまずき」と言うそう
で、過去の丑年の株価の平均の騰落率はマイナス6.3％。干支の
中では不名誉な最下位だそうです。しかしながら、暦占いによりま
すと牛は古くから酪農や農業で人間を助けてくれた大切な動物
で、大変な農作業を最後まで手伝ってくれる働きぶりから、丑年は
「我慢、耐える」。そこから「これから発展する前触れ」「徐々に新
しい知恵が湧いてくる」「新たな芽生え、新たな世代が生まれよう
とする」というような年になると言われています。また、まだ結果を
求める時期ではなく、結果につながる道をコツコツと作っていく基
礎を積み上げていく時期とされています。いずれにしても、このコ
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会長挨拶 池田達哉会長

　有馬会計理事に代わりまして2020‒2021年半
期会計報告をさせて頂きます。収入合計、今年度
予算28,318,040円。執行額16,663,724円。差引

額11,654,316円。それに対しまして支出合計、28,318,040円の予
算に対しまして執行額16,132,085円。差引額12,185,955円。12月
31日現在の通常残高は531,639円となります。ほぼ順調に推移し
ています。

半期会計報告 佐藤政弘幹事

　コロナ一色から年があけ、明るい年になるかと思いきや、いき
なりの緊急事態宣言。「早く宣言しろ！」「経済が死んでしま
う！」と入り混じる悲鳴。
　強いものが生き残るのではなく、変化に対応したものが生き
残る。ダーウィンの進化論を思い知らされる。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／61名　欠席／38名
出席率／61.62％　前回修正率／52.81％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

◎新年明けましておめでとうございます。本年も
宜しくお願い致します。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
 石黒秀司君、二瓶健一君、小田修史君、菅野秀士君
 橋本　勝君、伊野泰司君、丸山　弘君、鈴木則雄君
 福島佳之君、鈴木禎夫君、高橋裕一君、山口松之進君
 福内浩明君、大木勝浩君、根本鎮郎君、中原喜範君
 遠藤友紀晴君、幕田宙晃君、阿部充正君、矢部浩樹君
 佐藤尚宏君、佐藤　聡君、橋本謙一君
◎穏やかな一年となります様に！楽しい一年としましょう!
 高橋孝行君
◎あけましておめでとうございます。おめでたいような、おめでた
くないような年明けですが、今年こそは明るい年になるといい
ですね。 湯浅大郎君
◎コロナで自粛!クリスマス家族会帰宅時転倒で年末自粛!つい
でに年賀状も自粛！改めまして明けましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い申し上げます。 神山英司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　１月と２月のプログラムをご案内させて頂きま
す。本日は新年祈願を行いまして、只今例会と

なっています。１月14日はゲスト卓話で公益社団法人郡山青年
会議所第61代理事長の栁沼勝恵様です。21日は会員卓話で福
島テレビ㈱郡山総支社の鈴木総支社長に卓話を頂戴します。28
日は会員卓話で本会員の弁護士であります平松先生より「最近
の業界事情」ということで、お話を賜ります。２月６日は例会変
更で、インターシティ・ミーティングの参加という事ですので、お
間違えのないよう宜しくお願いします。翌週は建国記念日で休会
です。18日は会員卓話で大樹生命保険㈱郡山支社の並木支社
長にお話を賜ります。25日は創立記念日例会になっております。
夜の例会となりますが、また時間の変更等がございましたら、皆
様に速やかにご案内をさせて頂きたいと思います。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　新年あけましておめでとうございます。例年で
すとし地区大会も終ってリレーゾーンに入って

ゆったりとなだらかに終わって行くというような形ですけど、この
コロナの為に４月４日に地区大会が延期となっております。この
半年間会員の皆様方のご協力を心からよろしくお願い申し上げ
ます。そして地区幹事の関根さんがよく挨拶で仰るんですが、
「記憶に残る」この半年間にして参りたいと思っております。本
来であれば、明後日の土曜日から諮問委員会等が始まり、本当
に忙しく土日はほぼ埋まっているという状況下で、この年末年始
のコロナ急拡大ということで、ほとんどがリモートに移行して行
こうという状況下にあります。たまたま２月６日の中央分区のIM
もどうしようかということで、10日までに結論を出さなければい
けないという状況下にあるようです。しかし、しっかりとこの新
年に８つの目標を地区で掲げておりますが、再度胸に刻んで、
是非やって行こうということで今月からガバナー補佐会議を毎月
開催して行こうという考えでもおりますし、しっかりと職責を全う
して参りたいと考えております。変わったところでは、RIの方で
大きく組織が変わって行く予定で、2023年に規定審議会がある
んですが、そこでRIの組織が大きく変わって行くというような上
程案が出される予定ということです。事前の段階で色々な説明
があるんですが、全世界を20ぐらいのグループに分け、その中
でもまた20ぐらいの地域に分けて、地区もガバナーもいなくなる
というような大改革が予定されているようです。色んな情報もク
ラブ内にもたらしながら、クラブも活性化し、そしてまた地区も
活性化していくというような大きな一歩を踏み出す一年にして参
りたいと思いますので、半年間、宜しくお願い申し上げます。

ガバナー挨拶
石黒秀司ガバナー

福島テレビ㈱郡山総支社
　郡山総支社長　鈴木　稔君

次 回 第27回例会
令和3年1月21日㈭

会員卓話

卒寿（昭和７年生） 新城義雄君
米寿（昭和９年生） 安藤澄男君
傘寿（昭和17年生） 太田健三君
 高橋良和君
喜寿（昭和20年生） 遠藤喜志雄君
 林　　誠君
古希（昭和27年生） 初瀬照夫君
 平城大二郎君
還暦（昭和37年生） 菅野秀士君
 佐藤尚宏君

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　郡山RCの皆様の平均年齢は60～61歳です。
ですから私までは約30年あります。気概を持って
その30年を１つでも２つでも旗揚げができますか

ら、頑張って過ごして下さい。そして職業奉仕をして元気でいられ
るのはRCのお陰だと考えております。皆さんもぼーっとしていない
で、元気を持ってこれから過ごしてください。

賀寿祝代表挨拶 卒寿 新城義雄君

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委員長

ホテル神殿にて安積国造神社のお祓い受ける
祝
詞
奏
上

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052

１月誕生日祝い

2020～2021年度 賀 寿 祝

　8日／石井敏久君、伊藤清郷君
11日／林　　誠君
22日／高橋孝行君
23日／宮川雄次君

１月結婚記念日祝い

ロナ禍の生活に耐えながらも、前向きに新しい生き方を生み出し
ていく事が今年の在り方のような気がしています。本日は会員の
中でめでたく賀寿を迎えられた方が多数いらっしゃいます。のち
ほどお祝いをさせて頂きます。

　1日／丸山　弘君
　2日／初瀬照夫君
10日／新城義雄君
11日／前田泰彦君

12日／二瓶健一君
14日／太田健三君
20日／有馬賢一君
21日／山口松之進君

24日／阿部英二君
26日／伊藤幹生君
29日／佐久間啓君
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ガバナー挨拶
石黒秀司ガバナー

福島テレビ㈱郡山総支社
　郡山総支社長　鈴木　稔君

次 回 第27回例会
令和3年1月21日㈭

会員卓話

卒寿（昭和７年生） 新城義雄君
米寿（昭和９年生） 安藤澄男君
傘寿（昭和17年生） 太田健三君
 高橋良和君
喜寿（昭和20年生） 遠藤喜志雄君
 林　　誠君
古希（昭和27年生） 初瀬照夫君
 平城大二郎君
還暦（昭和37年生） 菅野秀士君
 佐藤尚宏君

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　郡山RCの皆様の平均年齢は60～61歳です。
ですから私までは約30年あります。気概を持って
その30年を１つでも２つでも旗揚げができますか

ら、頑張って過ごして下さい。そして職業奉仕をして元気でいられ
るのはRCのお陰だと考えております。皆さんもぼーっとしていない
で、元気を持ってこれから過ごしてください。

賀寿祝代表挨拶 卒寿 新城義雄君

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委員長

ホテル神殿にて安積国造神社のお祓い受ける
祝
詞
奏
上

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052

１月誕生日祝い

2020～2021年度 賀 寿 祝

　8日／石井敏久君、伊藤清郷君
11日／林　　誠君
22日／高橋孝行君
23日／宮川雄次君

１月結婚記念日祝い

ロナ禍の生活に耐えながらも、前向きに新しい生き方を生み出し
ていく事が今年の在り方のような気がしています。本日は会員の
中でめでたく賀寿を迎えられた方が多数いらっしゃいます。のち
ほどお祝いをさせて頂きます。

　1日／丸山　弘君
　2日／初瀬照夫君
10日／新城義雄君
11日／前田泰彦君

12日／二瓶健一君
14日／太田健三君
20日／有馬賢一君
21日／山口松之進君

24日／阿部英二君
26日／伊藤幹生君
29日／佐久間啓君


