
　皆様、こんにちは。お客様をご紹介致します。本日
ゲスト卓話を頂戴致します、公益社団法人郡山青年
会議所理事長柳沼勝恵様です。ご同行の専務理事

金山慶一様です。例年、１月の２週目はJCの理事長卓話になっておりま
すが、会員の中にもその経験者の方が沢山いらっしゃると思います。30
歳代の若い経営者の「自分たちの街づくり」に対するエネルギーを今
日は感じたいと思います。柳沼理事長には後ほど、卓話を頂戴致しま
す。宜しくお願い致します。
　先週の例会で、会員の皆様より入会のご承認を頂きました新会員を
ご紹介致します。青木誠さん、成田英樹さん実はお二方とも、このJC理
事長卓話の経験者の方です。
　さて今月１月はRIのプログラムによりますと「職業奉仕月間」であり
ます。職業奉仕、いわゆる自分の職業を通した奉仕活動、という考え方
はロータリー特有の考え方のようです。我が郡山クラブも、この「職業
奉仕」と「親睦」を二つの大きな柱としているわけですが、まさにロータ
リー活動の基本であるといって過言ではないと考えます。「ロータリー
の「目的」の第２、第３にもありますように、役立つ仕事は全て価値ある
ものと認識し、社会に奉仕する機会として、各自の職業を高潔なものと
すること。ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社会生活
において、日 、々奉仕の理念を実践すること。これらを奨励し、自ら育む
ことが求められています。その方法としてRIで推奨していることは、
「例会で各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学
び合う」「地域社会での奉仕プロジェクトで会員それぞれの職業スキ
ルを生かす」「高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模範を示
すことで倫理的な行動を周囲に促す」等々があります。これらを考える
と、ロータリークラブは例会に集うことが基本であり、会員同士が様々
な会話を通して、奉仕についてお互いに刺激されたり、高めあっていく
事が大切であるのではないか、と改めて感じました。
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会長挨拶 池田達哉会長

　２月６日に予定されておりました中央分区インター
シティーミーティングは、正式に中止の連絡が有りま
した。

　それに付随して行われる予定でした、新入会員セミナーにつきまして
は、延期との事ですので、決まり次第、対象者にはご連絡いたします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　再び例会が休会となりましたが、本当に残念です。
　まもなく立春、暦の上では春が始まります。このパンデミックが終息
し、本当の意味で春が来ることを願うばかりです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／101名　出席／59名　欠席／42名
出席率／58.42％　前回修正率／100％
他クラブ出席／3名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も出席ありがとうございます。柳沼理事長、
金山専務、卓話宜しくお願いします。青木さん、

成田さんの入会を歓迎します。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎宜しくお願い致します。 青木　誠君、成田英樹君
◎JCソングの２番は次のように始まります。「JC　JC　JC　『奉仕
の理想』求めつつ」。求めるところはロータリーと同じです。

 初瀬照夫君
◎郡山青年会議所第61代柳沼理事長、金山専務を歓迎して！青
木、成田両新入会員も大歓迎です！

 今泉正規君、二瓶健一君、石黒秀司君、伊野泰司君
 橋本　勝君、遠藤友紀晴君、堀川紀房君、有賀隆宏君
 大野勝久君、幕田宙晃君、高橋孝行君、湯浅大郎君
 福島佳之君、安倍元雄君、菅野秀士君、阿部充宏君
 渡辺邦浩君、大木勝浩君、小田修史君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　IMの中止に伴い例会が変更になります。また
役員会で決定次第、速やかに皆様へご案内を差

し上げたいと思います。
　本日は公益社団法人郡山青年会議所第61代理事長の柳沼勝
恵さんをお迎えして、お話を賜りたいと思います。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

ロータリー創立記念日例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第28回例会
令和3年２月25日㈭

〒963‒0115  郡山市南 2‒58

㈱オートデンソーマルヤマ
代表取締役 丸　山　　弘

☎ 945‒5388　　945‒5398
〒963‒8877  郡山市堂前町 4‒24

如 宝 寺
院 家・住 職 保　森　英　士

☎ 922‒0607　　922‒0993

　この度、歴史と伝統のある郡山RCに入会の承認
を頂きました青木誠と申します。機械工具の卸売り販

売をやっております。今後とも宜しくお願いします。
所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　初瀬照夫君、大野勝久君

新入会員挨拶
㈱青木工機 代表取締役　青木　誠君

　青木誠さんのご紹介を申し上げます。㈱青木工
機、従業員は59人もいらっしゃって売上げは35億だそ
うです。生年月日は1977年、只今44歳です。奥様と６

歳の長女の方がいらっしゃいます。

新会員紹介 初瀬照夫君

　歴史と伝統ある郡山RCの皆様に於かれまして
は、郡山青年会議所の創立そして創立以来多大な
るご支援を頂きまして、本当にありがとうございます。

本年度柳沼理事長をお支えさせて頂きましてJC運動・活動をしっかり
邁進させて頂きたいと思っておりますので、今後ともご指導とご鞭撻の
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公益社団法人郡山青年会議所
専務理事 金山慶一氏

　歴史と伝統そして格式ある郡山RCに入会できま
したことを大変嬉しく思っております。今後とも何かと

お世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　初瀬照夫君、大野勝久君

新入会員挨拶
㈱矢田工業 専務取締役　成田英樹君

　成田英樹さんのご紹介を申し上げます。テレビコマ
ーシャルでお馴染みの矢田工業㈱の専務取締役で
す。従業員数は132名ということです。生年月日は昭

新会員紹介 大野勝久君

　「ロータリーの友」１月号を紹介いたします。
横組 　7頁　私のプライド、その仕事、

あなたが作っている物は
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　　　　　　     縦組 　4頁　㈱船橋屋　ワタナベ社長
 17頁　職業奉仕は未来への挑戦

初瀬照夫君

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

和53年４月13日、学歴は日本大学理工学部をご卒業された後に、長岡
技術科学大学をご卒業されております。奥様と昨年の１月26日にお生ま
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公益社団法人郡山青年会議所
2021年度理事長 柳沼勝恵氏
　始めに簡単に私の自己紹介を
させて頂きます。昭和60年４月20
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為に」のスローガンの下、活動を展開して参りました。新型コロナウイル
スの感染症の影響により、大きな社会変化と様々な制限の中、関係各
位の皆様に多大なる御支援ご協力を賜り開催することができました。
本当にありがとうございました。このような2020年度からバトンを引き継
ぎ、2021年度が幕を開けましたが、2021年度は「共奏～共に創ろう笑
顔と活気溢れる郡山の未来を～」をスローガンに掲げ、1年間活動さ
せて頂きます。音楽の街郡山に相応しい奏でるという字を使い、そして
この奏でるという字には成し遂げるという意味も含まれます。このコロナ
禍に於いて疲弊してしまった街に、笑顔と活気を取り戻すべく運動をメ
ンバー一丸となって成し遂げる、そのような思いでこのスローガンを掲
げさせて頂きました。今新型コロナウイルス感染症の影響の状況の
中、我々郡山青年会議所は本年60周年という大きな節目を迎えること
ができました。様々な困難に直面しながらも60年という長きに亘り事業
を継続してこられましたのも、創立よりご支援を賜っております郡山RC
の皆様、郡山青年会議所OBの先輩の皆様のお陰と、心より改めまし
て感謝を申し上げます。この60年という大きな節目の年に、このご恩を
恩送りという形で地域に還元すべく、現役会員一同この節目の年に相
応しい事業・運動を構築して参ります。本年郡山青年会議所は61名
でのスタートとなります。この人数はピーク時の半分以下の人数であり、
近年会員の減少が大きな課題となっております。人口減少や時代の
変遷、価値観の多様化など会員減少の理由を挙げればきりがありま
せんが、他の団体を見てみますと100名を超え、会員を伸ばし続ける
他団体もございます。我々青年会議所現役会員一人一人が会員拡
大に対し当事者意識を持ち、積極的にアピールしていくことでしっかり
と会員の拡大に繋げていきたいと考えております。2021年は未曽有の

ゲスト卓話

大震災、東日本大震災から10年という大きな節目を迎えます。その間も
様々な自然災害に見舞われ、全国的に見ますと数十年、数百年に一
度と言われる大規模な災害が形を変えて毎年のように私たちに襲い
掛かっています。その災害、困難一つ一つを乗り越える度に私たちの
生活は大きく変化し、我々大人でも不安を覚えるこの変化は、これから
の未来を担う子供たちにとって大変大きなストレスを与え続けていると
考えます。子供は自ら自分が育つ環境を選び、創りあげることはできま
せん。環境の変化に大きな影響を受ける子供たちに笑顔と活気溢れ
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新型コロナウイルスによりソーシャルディスタンスという言葉が定着し、
人と人との物理的な距離が求められる今だからこそ、子供たちに相手
を思いやる心の距離の大切さを育む、そのような事業を展開していき
たいと考えております。また私たちは、それら様々な災害から多くのこと
を学びました。これまで歴史を紡いでこられた先人たちは多くの困難に
直面した時、創意工夫することで解決策を見出し、時に大きな犠牲の
下、生きる為の新たな日常を築いてこられました。その積み重ねが歴史
となり、今の私たちのこの便利な日常があると思います。郡山青年会議
所はもう一つ大きな機会を頂いております。青年会議所東北地区にあ
ります77青年会議所の会員大会です。東北青年フォーラムが郡山の
地で開催されます。この大会は東北地区にある77の青年会議所の会
員が、この郡山の地に一堂に会する大変大きな機会を頂いておりま
す。皆様方のご指導のほど宜しくお願いし、また皆様の健康・ご多幸を
心よりお祈り申し上げまして私からのご挨拶とさせて頂きます。
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　この度、歴史と伝統のある郡山RCに入会の承認
を頂きました青木誠と申します。機械工具の卸売り販

売をやっております。今後とも宜しくお願いします。
所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　初瀬照夫君、大野勝久君

新入会員挨拶
㈱青木工機 代表取締役　青木　誠君

　青木誠さんのご紹介を申し上げます。㈱青木工
機、従業員は59人もいらっしゃって売上げは35億だそ
うです。生年月日は1977年、只今44歳です。奥様と６

歳の長女の方がいらっしゃいます。

新会員紹介 初瀬照夫君

　歴史と伝統ある郡山RCの皆様に於かれまして
は、郡山青年会議所の創立そして創立以来多大な
るご支援を頂きまして、本当にありがとうございます。

本年度柳沼理事長をお支えさせて頂きましてJC運動・活動をしっかり
邁進させて頂きたいと思っておりますので、今後ともご指導とご鞭撻の
ほどを宜しくお願い致します。

公益社団法人郡山青年会議所
専務理事 金山慶一氏

　歴史と伝統そして格式ある郡山RCに入会できま
したことを大変嬉しく思っております。今後とも何かと

お世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　初瀬照夫君、大野勝久君

新入会員挨拶
㈱矢田工業 専務取締役　成田英樹君

　成田英樹さんのご紹介を申し上げます。テレビコマ
ーシャルでお馴染みの矢田工業㈱の専務取締役で
す。従業員数は132名ということです。生年月日は昭

新会員紹介 大野勝久君

　「ロータリーの友」１月号を紹介いたします。
横組 　7頁　私のプライド、その仕事、

あなたが作っている物は
 20頁　東京RC、祝創立100周年
　　　　　　     縦組 　4頁　㈱船橋屋　ワタナベ社長
 17頁　職業奉仕は未来への挑戦

初瀬照夫君

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

和53年４月13日、学歴は日本大学理工学部をご卒業された後に、長岡
技術科学大学をご卒業されております。奥様と昨年の１月26日にお生ま
れになりました長女の方、趣味は全国の橋の鑑賞だそうです。

公益社団法人郡山青年会議所
2021年度理事長 柳沼勝恵氏
　始めに簡単に私の自己紹介を
させて頂きます。昭和60年４月20

日生まれの、本年36歳になります。仕事は㈱ヤギヌマ流通サービスで
役員を務めております。主な事業としましては、製造業、労働者派遣事
業で、ものづくりそして人づくりに関わる事業をメインに行っています。
本日は郡山青年会議所での活動につきまして、皆様にお話をさせて
頂きたいと思います。まず初めに2020年度の活動についてお話をしま
す。昨年は郡山青年会議所初代理事長であります柳沼恒五郎先輩
のお孫さんであります、柳沼克郎理事長の掲げます「気概を持って飛
躍の一歩を踏み出そう。一人一人が主役となり新たな時代を切り開く
為に」のスローガンの下、活動を展開して参りました。新型コロナウイル
スの感染症の影響により、大きな社会変化と様々な制限の中、関係各
位の皆様に多大なる御支援ご協力を賜り開催することができました。
本当にありがとうございました。このような2020年度からバトンを引き継
ぎ、2021年度が幕を開けましたが、2021年度は「共奏～共に創ろう笑
顔と活気溢れる郡山の未来を～」をスローガンに掲げ、1年間活動さ
せて頂きます。音楽の街郡山に相応しい奏でるという字を使い、そして
この奏でるという字には成し遂げるという意味も含まれます。このコロナ
禍に於いて疲弊してしまった街に、笑顔と活気を取り戻すべく運動をメ
ンバー一丸となって成し遂げる、そのような思いでこのスローガンを掲
げさせて頂きました。今新型コロナウイルス感染症の影響の状況の
中、我々郡山青年会議所は本年60周年という大きな節目を迎えること
ができました。様々な困難に直面しながらも60年という長きに亘り事業
を継続してこられましたのも、創立よりご支援を賜っております郡山RC
の皆様、郡山青年会議所OBの先輩の皆様のお陰と、心より改めまし
て感謝を申し上げます。この60年という大きな節目の年に、このご恩を
恩送りという形で地域に還元すべく、現役会員一同この節目の年に相
応しい事業・運動を構築して参ります。本年郡山青年会議所は61名
でのスタートとなります。この人数はピーク時の半分以下の人数であり、
近年会員の減少が大きな課題となっております。人口減少や時代の
変遷、価値観の多様化など会員減少の理由を挙げればきりがありま
せんが、他の団体を見てみますと100名を超え、会員を伸ばし続ける
他団体もございます。我々青年会議所現役会員一人一人が会員拡
大に対し当事者意識を持ち、積極的にアピールしていくことでしっかり
と会員の拡大に繋げていきたいと考えております。2021年は未曽有の

ゲスト卓話

大震災、東日本大震災から10年という大きな節目を迎えます。その間も
様々な自然災害に見舞われ、全国的に見ますと数十年、数百年に一
度と言われる大規模な災害が形を変えて毎年のように私たちに襲い
掛かっています。その災害、困難一つ一つを乗り越える度に私たちの
生活は大きく変化し、我々大人でも不安を覚えるこの変化は、これから
の未来を担う子供たちにとって大変大きなストレスを与え続けていると
考えます。子供は自ら自分が育つ環境を選び、創りあげることはできま
せん。環境の変化に大きな影響を受ける子供たちに笑顔と活気溢れ
る日常を提供することが、私たち大人の責務であると考えております。
新型コロナウイルスによりソーシャルディスタンスという言葉が定着し、
人と人との物理的な距離が求められる今だからこそ、子供たちに相手
を思いやる心の距離の大切さを育む、そのような事業を展開していき
たいと考えております。また私たちは、それら様々な災害から多くのこと
を学びました。これまで歴史を紡いでこられた先人たちは多くの困難に
直面した時、創意工夫することで解決策を見出し、時に大きな犠牲の
下、生きる為の新たな日常を築いてこられました。その積み重ねが歴史
となり、今の私たちのこの便利な日常があると思います。郡山青年会議
所はもう一つ大きな機会を頂いております。青年会議所東北地区にあ
ります77青年会議所の会員大会です。東北青年フォーラムが郡山の
地で開催されます。この大会は東北地区にある77の青年会議所の会
員が、この郡山の地に一堂に会する大変大きな機会を頂いておりま
す。皆様方のご指導のほど宜しくお願いし、また皆様の健康・ご多幸を
心よりお祈り申し上げまして私からのご挨拶とさせて頂きます。


