
　皆様、こんにちは。13日深夜に起きました福
島県沖を震源とする震度6強の地震ですが、会
員の皆様のご家庭、職場の被害はいかがだっ

たでしょうか。非常に大きな揺れで、当社でも商品や備品の棚
が倒れ片づけを致しました。会員の皆様に対し、心より地震
被害のお見舞いを申し上げます。ロータリーも、全国また地区
からも支援の声が届いております。大きな被害があれば事務局
で取りまとめておりますのでご連絡をお願い致します。
　さて、1月14日の例会を終えたのち、21日から以降の3回の
例会を休会とさせて頂きました。政府の緊急事態宣言ならび
に県の「新型コロナ緊急対策」が発出され、不要不急の外出
の制限という内容の県の要請に従い、緊急役員理事会にて決
議し、やむなく休会をしておりました。この14日に県の要請期
間が終了したのを受け例会を再開致しますが、こうしてたくさ
んの会員の皆様とお会いし、お顔を拝見できたことを本当に
嬉しく思っております。また、文書でも発信致しましたが、例会
にご参加頂く際には、ご自身の健康状態をご確認の上、マスク
を必ず着用いただき、ホテル来館時、会場への入室時には手
指消毒を怠ることのないようにお願い致します。また例会中や
お食事の際にも、大声での会話や会員同士の密接な接触にも
ご注意頂きたいと思っております。暫くは非常に不自由な形で
の会合になりますが、是非ご理解、ご協力をお願い申し上げ
ます。
　さて、休会中、2月の役員理事会を書面にて行い決議を致し
ましたので、いくつかご報告を致します。まず、来週25日の例
会は、予定ではロータリー創立記念日例会として夜の例会でし
たが、通常通りの昼の例会に変更をさせて頂きます。ご理解
を頂くようお願い致します。また、退会会員がありましたので
ご報告いたします。保森英二さん、如法寺住職です。ご自身の
体調とお寺の仕事上の要因から続けることができなくなった、
との理由でした。
　先月、今年最初の例会の私の挨拶の中で、今年の干支「丑
年」の話題をお話しさせて頂きました。暦占いによると、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、そ
の働きぶりから、丑年は「我慢、耐える」、そこから「これから
発展する前触れ、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る、との話を致しまし
た。お話をした途端にまた「耐える日 」々が続くようになってし
まいましたが、丑年の私としても、これからの日々を前向きに、
ストレスを溜め過ぎないよう心豊かに過ごしていきたいと思っ
ております。

事務所／〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル1階　TEL024-923-0729　FAX024-939-5678

国際ロータリー２５３０地区 郡山ロータリークラブ　会長：池田 達哉　幹事：佐藤 政弘　例会場：郡山ビューホテルアネックス　ＴＥＬ．０２４-９３９-１１１１　例会日：木曜日

郡山ロータリークラブ
国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

WEEKLY REPORT 2020‒2021
第27回

2021
2.18㈭

会報第27号（通算3328号）2021.２.25発行 編集責任者：佐藤 政弘　編集：クラブ会報委員会　委員長 幕田 宙晃
副委員長 山口 松之進・阿部充正／委員 佐藤 文和・福内 浩明・村上 康雄

会長挨拶 池田達哉会長

　来週、夜の例会が昼になりますので宜しくお願
い致します。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　一ヶ月ぶりにコロナの影響で休会しておりましたクラブの例会
が再開されました。久しぶりにメンバーの皆様の元気なお顔を
拝見出来たのが本当に良かったです。
　さて、県の新型コロナ緊急対策期間は明けましたが、まだま
だコロナが猛威を振るっております。気を緩めずに引き続き、
各々が感染防止対策を行って頂ければ幸いです。

（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／55名　欠席／45名
出席率／55％　前回修正率／66.67％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会への御参加、誠にありがとう
ございます。並木支社長、卓話宜しくお願

い致します。 池田達哉君
◎本日は出席ありがとうございます。お久しぶりにお会いで
きて、嬉しいです。 佐藤政弘君
◎お久しぶりです。例会ができて良かった。 佐藤尚宏君
◎まずは例会再開を祝して。でも皆さん、高リスクなので
「黙食」を心がけましょう。 湯浅大郎君
◎みなさん、お元気ですか？お久しぶりです。お見舞いを申
し上げます。 遠藤友紀晴君、有賀隆宏君、菅野秀士君
◎皆様、お久しぶりです！並木さんの卓話、楽しみにしてい
ます！ 矢部浩樹君、竹谷金浩君、伊野泰司君
◎お誕生日のお祝い、ありがとうございます。58才になりま
した。並木支社長の卓話、楽しみにしています。 
 大木勝浩君
◎結婚、誕生祝い、ありがとうございます。 初瀬照夫君
◎恵方巻、7-11、2万店の中で日本一達成させて頂きまし
た。ご協力ありがとうございました。 山口松之進君
◎地震被害、お見舞い申し上げます。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　本日の卓話は会員卓話と致しまして、大樹
生命保険株式会社郡山支社の並木支社長

にお話を頂きます。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　「ロータリーの友」2月号を紹介いたします。

横組 　7頁　平和構築と紛争予防月間の特集
  17頁　ロータリーの研究会
 21頁　あぁ、大いなる米山大好き病 石黒秀司ガバナー
縦組 　9頁　この人を訪ねて
 20頁　ロータリーアットワーク

雑誌委員会報告
宮川雄次委員長

　1月中旬に地区大会の登録の依頼を全クラブに
郵送しました。2月8日にRIから「人が集まることは控

えましょう」という通達が来ました。RIの指示には従おうというということ
で、石黒ガバナーの熱い思いと現実の狭間の中で今、議論をしてい
る最中です。近いうちに結論を出さなければならないと思っています
が、今しばらくお待ち頂ければ幸いです。

地区大会中間報告
神山英司副実行委員長

大樹生命保険株式会社郡山支社
支社長 並木　肇君

　昭和46年3月に埼玉県桶川
市で生まれました。祖父が国

鉄、父親が今の東京メトロに勤めており、国鉄・地下鉄乗り放題
で色んな所に連れて行ってもらいました。幼少の頃は母親がピ
アニストにさせたかったようで、幼稚園の頃からピアノの英才教
育を受けて来ました。中学に上がる時に野球をやりたいと思い、
丸坊主でピアノは格好悪いと思った途端にピアノを弾くのが嫌
になっちゃいまして、辞めました。妹もピアノもやってましたが、妹
はその後音大に行きピアノの講師になりまして、今ピアノで生計
を立てられるぐらいの実力を付けました。私の挫折が彼女の成
功に導いたということです。妹に貢献できて良かったな思ってま

ゲスト卓話
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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

堀川紀房君ロータリー情報委員

ポール・ハリスフェロー
　　　　　認証状贈呈

湯浅大郎君、鈴木禎夫君、
遠藤友紀晴君、池田達哉君

米山功労者感謝状贈呈
マルチプル：石黒秀司君（5回）、遠藤喜志雄君（3回）
米山功労者：佐藤　聡君、鈴木正晃君、池田達哉君
RLI修了証：鈴木禎夫君

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

2月誕生日祝い

11日／初瀬照夫君、柿木田修君
25日／池田惣一君

　4日／橋本　勝君 　8日／堀川紀房君
11日／鈴木正晃君 14日／本名善兵衛君
24日／大木勝浩君 25日／阿部充宏君
27日／福島佳之君

2月結婚記念日祝い

す。その後は埼玉県立大宮高校、明治大学経営学部に進み、
縁あって当時の三井生命保険株式会社に入社し、現在に至っ
ています。
　入社して生業としているものが生命、健康、人生みたいな仕
事ですので、仕事柄お客様と「最後どう迎えたいですか？」みた
いな話になることが多いんですが、大多数の方は「ぽっくり逝き
たいです」と仰る方が多いです。そんな中であるお客様は「私
はそうは思いません。私はある程度あとどれくらい生きられるか
分かった上で、今までお世話になった人に感謝の気持ちと伝え
たいことを伝えて亡くなっていきたい」と仰ってました。なるほどと
思いました。それから数年経ちまして、2年前に尿管結石の石が
出て来なくなって、「2.4㎝ぐらいの石が尿道に詰まって膵臓が
パンパンです。このままだと膵臓が1個無くなります、手術です
よ」と言われました。結構な大手術になるんですね。妻に言いま
した。「今までありがとう、子供を頼む」とお詫びと感謝と娘を頼
むと話をして手術に行ったんです。僕としては言えないことをそ
のタイミングで言えたということに満足しています。人に対しての
メッセージを伝えた方が当然いいなと思っていますが、会社の
仕組みで「未来メッセージ」と言いまして、当社にご契約頂いて
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ージを登録することができるんです。保険金支払いの時に、そ
の保険金と一緒にメッセージを添えて当社の担当者がお持ち
するという仕組みをとっています。その時その時によって気持ち
も変わって来るので、何回も書き直すことができます。私自身こ
の仕組みは凄く素敵だなと思っています。でも亡くなってからで
はなくて、生きている間にお伝えするのが一番いいと思います。

石井電算印刷㈱
　代表取締役　石井　祐一君
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体調とお寺の仕事上の要因から続けることができなくなった、
との理由でした。
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る」というような年になると言われている、との話を致しまし
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を立てられるぐらいの実力を付けました。私の挫折が彼女の成
功に導いたということです。妹に貢献できて良かったな思ってま

ゲスト卓話

〒963‒8044  郡山市備前舘 1‒58

福菱冷熱㈱
代表取締役 矢　部　浩　樹

☎ 923‒2548　　927‒0317
〒963‒8025  郡山市安積町二丁目 6‒1

山口タクシーグループ

郡山観光運輸㈱
代表取締役 山　口　松之進

☎ 945‒0700　　947‒5666

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

堀川紀房君ロータリー情報委員

ポール・ハリスフェロー
　　　　　認証状贈呈

湯浅大郎君、鈴木禎夫君、
遠藤友紀晴君、池田達哉君

米山功労者感謝状贈呈
マルチプル：石黒秀司君（5回）、遠藤喜志雄君（3回）
米山功労者：佐藤　聡君、鈴木正晃君、池田達哉君
RLI修了証：鈴木禎夫君

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

2月誕生日祝い

11日／初瀬照夫君、柿木田修君
25日／池田惣一君

　4日／橋本　勝君 　8日／堀川紀房君
11日／鈴木正晃君 14日／本名善兵衛君
24日／大木勝浩君 25日／阿部充宏君
27日／福島佳之君

2月結婚記念日祝い

す。その後は埼玉県立大宮高校、明治大学経営学部に進み、
縁あって当時の三井生命保険株式会社に入社し、現在に至っ
ています。
　入社して生業としているものが生命、健康、人生みたいな仕
事ですので、仕事柄お客様と「最後どう迎えたいですか？」みた
いな話になることが多いんですが、大多数の方は「ぽっくり逝き
たいです」と仰る方が多いです。そんな中であるお客様は「私
はそうは思いません。私はある程度あとどれくらい生きられるか
分かった上で、今までお世話になった人に感謝の気持ちと伝え
たいことを伝えて亡くなっていきたい」と仰ってました。なるほどと
思いました。それから数年経ちまして、2年前に尿管結石の石が
出て来なくなって、「2.4㎝ぐらいの石が尿道に詰まって膵臓が
パンパンです。このままだと膵臓が1個無くなります、手術です
よ」と言われました。結構な大手術になるんですね。妻に言いま
した。「今までありがとう、子供を頼む」とお詫びと感謝と娘を頼
むと話をして手術に行ったんです。僕としては言えないことをそ
のタイミングで言えたということに満足しています。人に対しての
メッセージを伝えた方が当然いいなと思っていますが、会社の
仕組みで「未来メッセージ」と言いまして、当社にご契約頂いて
いるお客様が自分のHP上に自分がご家族に充てられるメッセ
ージを登録することができるんです。保険金支払いの時に、そ
の保険金と一緒にメッセージを添えて当社の担当者がお持ち
するという仕組みをとっています。その時その時によって気持ち
も変わって来るので、何回も書き直すことができます。私自身こ
の仕組みは凄く素敵だなと思っています。でも亡くなってからで
はなくて、生きている間にお伝えするのが一番いいと思います。

石井電算印刷㈱
　代表取締役　石井　祐一君

次 回 第29回例会
令和3年3月4日㈭

会員卓話


