
　皆様、今日は。まず、例会メイクアップのお客様を
ご紹介致します。国際ロータリー第2530地区中央
分区ガバナー補佐藤田弘美さんです。所属は郡山

アーバンRC、職業分類は環境開発です。
　本日は月初ですので3月役員理事会が開催されました。審議により
決定した事項は、後程各委員長からご報告頂きますが、私からは1月
21日～2月4日まで3回の例会を休会した分の例会費の扱いについて
ご提案をさせて頂きます。3回の例会費の中の昼食代を、今後の例会
の昼食費のメニューを厚めにするとか、夜の懇親会の飲食メニューを
皆様に還元できるような形で扱わせて頂きます。3月はロータリーのプ
ログラムでは「水と衛生月間」であります。安全な水、衛生施設や衛生
資源の不足は、世界で最も大きな保健問題の一つです。ロータリーは
これまで何十年にもわたり、世界中の、水の管理が行き届いていない
地域に於いて、住民とりわけ子供達の衛生の為に、井戸を掘り、浄水
設備を整え、流しやトイレを設置するなどして、人々が安全な水を利用
できるよう支援してきました。しかし、ここ数年プロジェクトが成功して
も、ゆくゆくは失敗に終わるケースが頻繁にあるからです。あるコンサ
ルティング会社が集めたデータによると、アフリカだけでも、機能不全と
なった水道システムに関連する費用の累計額は、12～15億ドルに上
ると推定されています。錆びた給水ポンプや破壊されたトイレ、老朽化
した衛生施設があちこちに見られるそうです。そこで、これまで井戸や
水道の設置に重点的に取り組んできたロータリーのプロジェクトは、そ
の焦点をより効果の高い衛生教育プロジェクトに変えました。つまり、
施設を作りっぱなし、やりっぱなしの奉仕では一時的な対処である、と
いうことです。今巷で話題になっている「SDGs」（持続可能な開発目
標）にあるように、ロータリーでも衛生プロジェクトを計画するうえで、将
来にわたって持続可能である奉仕プロジェクトであるかどうかを重要
視する必要性がある、ということのようです。「水と衛生のためのロータ
リアン行動グループ」の創始者で名誉会長のロナルド・デンハム氏は、
「ロータリーの水と衛生プロジェクトは、その多くが地域社会の実際の
ニーズに応えていなかったのです」と語り、持続可能性への対応が
非常に重要だとされ、「水と衛生」の問題一つにしても、まだまだロー
タリアンに求められているものがたくさんあるようです。
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会長挨拶 池田達哉会長

　ロータリーレートの変更のお知らせです。3月から、
104円から106円に変更になります。今後、プログラム
等の変更の際には、早めにご報告・ご連絡させて頂

きます。

　3月23日、矢吹ゴルフクラブに於いて第4回親睦ゴルフコンペを開催
させて頂きます。4月15日、観桜会の件です。会場はアネックスで夜の
例会を想定していますが、この後の状況につきましては昼例会に変わ
るかもしれません。皆様のご参加をお待ちしております。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　梅の花咲く季節です。梅は風雪に耐えながらも最初に美しい花を咲
かせることから、縁起のよい花とされています。「令和」が梅の花の歌
をモチーフにしたのは、記憶に新しいところですが、梅の花のように、今
の状況に耐えながらも、乗り越えた暁には、大いに花を咲かせたいとこ
ろです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／56名　欠席／44名
出席率／56％　前回修正率／56.18％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

◎3回目のメークアップ出席です。宜しくお願いします。
 中央分区ガバナー補佐　藤田弘美君

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。藤田ガバナー補佐を歓
迎します。石井さん、卓話宜しくお願いします。 

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎石井祐一さん、卓話宜しくお願いします。楽しみです。
 高橋孝行君、伊野泰司君、有賀隆宏君、大木勝浩君
 前田泰彦君、國津一洋君、渡邊邦浩君、橋本謙一君
◎誕生祝いありがとうございます。51才になりました。石井さん、卓話楽し
みにしております。 竹谷金浩君

◎本日は卓話、宜しくお願い致します。 石井祐一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　大震災から10年の節目を迎えるわけですが、まさか2月13日にこの
ような大きな地震があるとは夢にも思いませんでした。ホテルハマツを、
例会場として4クラブあり、別の例会場に移さなければなりません。4月
4日は地区大会という大きなイベントも控えておりまして、今回もzoom
やYouTubeで地区大会、セミナーを開催するにあたって、郡山RCさ
んのご苦労、そしてガバナーを中心にして皆さんの結束力があっての
開催になるかと思います。

国際ロータリー
第2530地区中央分区

ガバナー補佐　藤田弘美君

　私は父・石井敏久の三女、久美
子の娘婿でして、ここに立たせて

頂いているのも石井の父と実の父と家内のお陰だと思っております。
　私の実の父は福島県の警察官をしており、県内あちこちを転勤して
参りました。私は昭和39年の前回の東京オリンピックの年に生まれ、当
時の住所は福島市岡部でした。当時は猪苗代に母の実家がありました
ので、里帰りをして猪苗代で生を受けたと聞いております。小学校は会
津若松の警察に父がおりましたので、会津の謹教小学校に入りました。
ここは不思議な形で、道路を挟んで向かい側に鶴城小学校に並んで
いました。なんで小学校が並んでいるんだろう不思議に思っていました
が、後に男学校・女学校ということで、女子と男子が分かれて通ってい
たということです。その後、父の転勤に合わせて浪江町の浪江小学校
に転校しました。あとは福島市の福島第三小学校で、小学校は転校2
回、学校3つも変わりましたので、非常に辛い思いをしました。父は当時ま
だ30代で、階級も下の方で、突然決まって突然転勤になるんですね。何
れの学校もクラスのみんなにさよならも言えず、恐らく新学期に入って、私
旧姓塩田というんですけど、「塩田君は転校しました」と紹介されたんだ
ろうと思います。中学校は福島第三中学校で、小学校時代からソフトボ
ールのクラブに入っていたこともあり、中学校では野球部に入り、お盆と
正月休み以外はほとんど部活漬けでした。高校は地元の福島高校に
進み、運動部では授業がついていけなくなると思いまして、文化系の部
活に入ろうと探していたところ、たまたま放課後通りかかった部室で、凄
い音のドラムやギターやベースの音が聞こえたので覗いてみたところ、
先輩らしき人が「ちょっと入れや、名前書け」と言われて書いて、入部が
決まってしまったのがジャズ研究部でしてた。ジャズなんて聞いたことが
なかったのでどうしようかと思ったんですけど、いきなりベースやドラムを
持たされたりして、教わってやってみたところ、音楽もいいなと思いまし
た。なんせジャズは全く知らなかったのでライバルのギター部に3ケ月ぐら
いで移動した覚えがあります。ギター部は実質バンド部でして、好きな音

石井電算印刷㈱
代表取締役   石井 祐一君
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佐藤　聡君ロータリー情報委員長

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

3月誕生日祝い

　2日／山口　仁君 　3日／佐藤光一君
10日／松尾彰彦君 11日／遠藤喜志雄君
14日／佐藤政弘君 15日／橋本半兵衛君
20日／阿部充宏君 22日／太田　宏君
23日／西迫耕一郎君

　2日／石井祐一君、鈴木　稔君
　9日／竹谷金浩君 11日／平松敏郎君、松尾彰彦君
14日／平栗俊昭君 18日／小田修史君、星　北斗君
19日／斎藤弥三郎君 21日／神山英司君
22日／安倍元雄君 26日／菅野秀士君、並木　肇君
27日／太田　宏君 31日／佐藤光一君

3月結婚記念日祝い

　地区大会ゲスト講師の天野先生のことが一番心配
で、コロナで緊急事態宣言延長という事になり、どのよう

な返事が来るのかドキドキして致しております。4日に終わりましたら、是非皆
さんと盛大な打ち上げをやりたいと思います。
　副幹事の方々は4月4日は空けておいて頂きたいということと、特殊技術
のある方は名指しを致しますので、その日は必ず空けておいて頂きたいと
思います。

地区大会実行委員会より
神山英司副実行委員長

　3月25日は昼の例会に切り替え、地区大会も直
近ということで石黒ガバナーにお話を頂きます。

　本日は石井電算印刷㈱代表取締役石井祐一君よりお話を頂き
たいと思います。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

楽が自由にできたので非常に楽しくて、卒業するまでずっと在籍しまし
た。年に数回ライブに出させて貰ったり、文化祭では必ず時間を貰って
発表し、非常に楽しくやりました。高校卒業後は福島大学へと進み、音
楽と同時に絵の方も楽しみました。先生に憧れていたので教育学部美
術科に入り美術の教員を目指しておりました。卒業後は福島大学附属
中学校、緑ケ丘女子高、本宮第二中学校の美術教諭をしておりました。
大学時の専門はシルクスクリーンという版画だったので、後に経験が活
きたかなと思っております。その後、郡山情報ビジネス専門学校デザイン
カレッジというところで、コンピューターとデザインの授業をしておりました。
この学校は後に郡山テクノデザイン専門学校、国際アート＆デザイン専
門学校、国際アート＆デザイン大学校と名前を変えまして、FSGカレッジ
リーグという名前で郡山だけで6校抱える専門学校のグループです。
NHK講座というものを専門学校で受託したんですけど、そこに家内が
習いに来ました。その後無事に付き合いが始まり、そして結婚し、そして
「デザインをやっていたんだったらうちに来ないか」と言って貰ったおか
げで、今の会社に入社したという経緯で、その後社長を引き継ぐ形でお
世話になっているという形です。
　会社の創業は91年目になりまして、元々は堂前にあったんですけど、
昭和63年に石井電算印刷に名前が変わった後、郡山中央工業団地
に移転を致しました。印刷業ということで、色んなものを生産しておりまし
たが、東日本大震災そして一昨年の台風19号で被害がありまして、水
害の方では3億ぐらいの機械の被害と、建物を合わせると6億ぐらいの
被害が出ました。工業団地だけで400億の被害だということがありました
ので、非常に大変だったという思いがあります。その後復旧したかなとい
うところでまたコロナ。先日もまた大地震ということで、どうなっているんだ
ろうと運命を恨んだようなところもありますが、何とかやっております。最後
に弊社で制作しておりました抗菌加工の紙製マスクケースが大変好評
を頂いてまして、100万枚を超えるヒット商品となりました。現在、全国のホ
テルグループチェーンなどでも毎月25万枚注文したいというお話もあっ
て、非常にそこだけは賑やかに進んでおります。ビューホテルさんにも抗
菌マスクケースを卸してますので、本当は夜のお酒がでる宴席にだけ配
るそうですが、今日は特別に配って頂きました。コロナでなかなか厳しい
状況でありますが、頑張って皆さんの役に立つような商品を作りたいと
思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

「最近の業界事情（弁護士会について）」

◎お誕生日プレゼント、ありがとうございました。奥さんに喜ばれました。石
井さん、卓話楽しみにしております。 鈴木　稔君

◎誕生祝い、ありがとうございます。 安倍元雄君
◎お久し振りです。だいぶ欠席しました。石井さん、卓話頑張って下さい。
　 高橋裕一君
◎先日は貴重な卓話の機会を頂いて、ありがとうございました。
 初瀬照夫君
◎いわきの矢吹病院の経営を引き継ぎました。今後も宜しくお願いします。
　 佐藤光一君
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ルティング会社が集めたデータによると、アフリカだけでも、機能不全と
なった水道システムに関連する費用の累計額は、12～15億ドルに上
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した衛生施設があちこちに見られるそうです。そこで、これまで井戸や
水道の設置に重点的に取り組んできたロータリーのプロジェクトは、そ
の焦点をより効果の高い衛生教育プロジェクトに変えました。つまり、
施設を作りっぱなし、やりっぱなしの奉仕では一時的な対処である、と
いうことです。今巷で話題になっている「SDGs」（持続可能な開発目
標）にあるように、ロータリーでも衛生プロジェクトを計画するうえで、将
来にわたって持続可能である奉仕プロジェクトであるかどうかを重要
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リアン行動グループ」の創始者で名誉会長のロナルド・デンハム氏は、
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出席率／56％　前回修正率／56.18％
他クラブ出席／0名

安藤紀彦委員長出席報告

◎3回目のメークアップ出席です。宜しくお願いします。
 中央分区ガバナー補佐　藤田弘美君

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。藤田ガバナー補佐を歓
迎します。石井さん、卓話宜しくお願いします。 

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎石井祐一さん、卓話宜しくお願いします。楽しみです。
 高橋孝行君、伊野泰司君、有賀隆宏君、大木勝浩君
 前田泰彦君、國津一洋君、渡邊邦浩君、橋本謙一君
◎誕生祝いありがとうございます。51才になりました。石井さん、卓話楽し
みにしております。 竹谷金浩君

◎本日は卓話、宜しくお願い致します。 石井祐一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　大震災から10年の節目を迎えるわけですが、まさか2月13日にこの
ような大きな地震があるとは夢にも思いませんでした。ホテルハマツを、
例会場として4クラブあり、別の例会場に移さなければなりません。4月
4日は地区大会という大きなイベントも控えておりまして、今回もzoom
やYouTubeで地区大会、セミナーを開催するにあたって、郡山RCさ
んのご苦労、そしてガバナーを中心にして皆さんの結束力があっての
開催になるかと思います。

国際ロータリー
第2530地区中央分区

ガバナー補佐　藤田弘美君

　私は父・石井敏久の三女、久美
子の娘婿でして、ここに立たせて

頂いているのも石井の父と実の父と家内のお陰だと思っております。
　私の実の父は福島県の警察官をしており、県内あちこちを転勤して
参りました。私は昭和39年の前回の東京オリンピックの年に生まれ、当
時の住所は福島市岡部でした。当時は猪苗代に母の実家がありました
ので、里帰りをして猪苗代で生を受けたと聞いております。小学校は会
津若松の警察に父がおりましたので、会津の謹教小学校に入りました。
ここは不思議な形で、道路を挟んで向かい側に鶴城小学校に並んで
いました。なんで小学校が並んでいるんだろう不思議に思っていました
が、後に男学校・女学校ということで、女子と男子が分かれて通ってい
たということです。その後、父の転勤に合わせて浪江町の浪江小学校
に転校しました。あとは福島市の福島第三小学校で、小学校は転校2
回、学校3つも変わりましたので、非常に辛い思いをしました。父は当時ま
だ30代で、階級も下の方で、突然決まって突然転勤になるんですね。何
れの学校もクラスのみんなにさよならも言えず、恐らく新学期に入って、私
旧姓塩田というんですけど、「塩田君は転校しました」と紹介されたんだ
ろうと思います。中学校は福島第三中学校で、小学校時代からソフトボ
ールのクラブに入っていたこともあり、中学校では野球部に入り、お盆と
正月休み以外はほとんど部活漬けでした。高校は地元の福島高校に
進み、運動部では授業がついていけなくなると思いまして、文化系の部
活に入ろうと探していたところ、たまたま放課後通りかかった部室で、凄
い音のドラムやギターやベースの音が聞こえたので覗いてみたところ、
先輩らしき人が「ちょっと入れや、名前書け」と言われて書いて、入部が
決まってしまったのがジャズ研究部でしてた。ジャズなんて聞いたことが
なかったのでどうしようかと思ったんですけど、いきなりベースやドラムを
持たされたりして、教わってやってみたところ、音楽もいいなと思いまし
た。なんせジャズは全く知らなかったのでライバルのギター部に3ケ月ぐら
いで移動した覚えがあります。ギター部は実質バンド部でして、好きな音

石井電算印刷㈱
代表取締役   石井 祐一君

会員卓話

平松敏郎法律事務所
　　　　　　所 長　平松敏郎君

次 回 第31回例会
令和3年3月18日㈭

会員卓話

〒963‒8014  郡山市虎丸町21‒14

阿部測量 株式会社
代表取締役 阿　部　充　宏

☎ 933‒2585　　922‒5005
〒963‒8022  郡山市西ノ内2‒10‒32

株式会社 小野屋
取締役社長 阿　部　和　博

☎ 953‒6257　　953‒6258

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

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

3月誕生日祝い

　2日／山口　仁君 　3日／佐藤光一君
10日／松尾彰彦君 11日／遠藤喜志雄君
14日／佐藤政弘君 15日／橋本半兵衛君
20日／阿部充宏君 22日／太田　宏君
23日／西迫耕一郎君

　2日／石井祐一君、鈴木　稔君
　9日／竹谷金浩君 11日／平松敏郎君、松尾彰彦君
14日／平栗俊昭君 18日／小田修史君、星　北斗君
19日／斎藤弥三郎君 21日／神山英司君
22日／安倍元雄君 26日／菅野秀士君、並木　肇君
27日／太田　宏君 31日／佐藤光一君

3月結婚記念日祝い

　地区大会ゲスト講師の天野先生のことが一番心配
で、コロナで緊急事態宣言延長という事になり、どのよう

な返事が来るのかドキドキして致しております。4日に終わりましたら、是非皆
さんと盛大な打ち上げをやりたいと思います。
　副幹事の方々は4月4日は空けておいて頂きたいということと、特殊技術
のある方は名指しを致しますので、その日は必ず空けておいて頂きたいと
思います。

地区大会実行委員会より
神山英司副実行委員長

　3月25日は昼の例会に切り替え、地区大会も直
近ということで石黒ガバナーにお話を頂きます。

　本日は石井電算印刷㈱代表取締役石井祐一君よりお話を頂き
たいと思います。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

楽が自由にできたので非常に楽しくて、卒業するまでずっと在籍しまし
た。年に数回ライブに出させて貰ったり、文化祭では必ず時間を貰って
発表し、非常に楽しくやりました。高校卒業後は福島大学へと進み、音
楽と同時に絵の方も楽しみました。先生に憧れていたので教育学部美
術科に入り美術の教員を目指しておりました。卒業後は福島大学附属
中学校、緑ケ丘女子高、本宮第二中学校の美術教諭をしておりました。
大学時の専門はシルクスクリーンという版画だったので、後に経験が活
きたかなと思っております。その後、郡山情報ビジネス専門学校デザイン
カレッジというところで、コンピューターとデザインの授業をしておりました。
この学校は後に郡山テクノデザイン専門学校、国際アート＆デザイン専
門学校、国際アート＆デザイン大学校と名前を変えまして、FSGカレッジ
リーグという名前で郡山だけで6校抱える専門学校のグループです。
NHK講座というものを専門学校で受託したんですけど、そこに家内が
習いに来ました。その後無事に付き合いが始まり、そして結婚し、そして
「デザインをやっていたんだったらうちに来ないか」と言って貰ったおか
げで、今の会社に入社したという経緯で、その後社長を引き継ぐ形でお
世話になっているという形です。
　会社の創業は91年目になりまして、元々は堂前にあったんですけど、
昭和63年に石井電算印刷に名前が変わった後、郡山中央工業団地
に移転を致しました。印刷業ということで、色んなものを生産しておりまし
たが、東日本大震災そして一昨年の台風19号で被害がありまして、水
害の方では3億ぐらいの機械の被害と、建物を合わせると6億ぐらいの
被害が出ました。工業団地だけで400億の被害だということがありました
ので、非常に大変だったという思いがあります。その後復旧したかなとい
うところでまたコロナ。先日もまた大地震ということで、どうなっているんだ
ろうと運命を恨んだようなところもありますが、何とかやっております。最後
に弊社で制作しておりました抗菌加工の紙製マスクケースが大変好評
を頂いてまして、100万枚を超えるヒット商品となりました。現在、全国のホ
テルグループチェーンなどでも毎月25万枚注文したいというお話もあっ
て、非常にそこだけは賑やかに進んでおります。ビューホテルさんにも抗
菌マスクケースを卸してますので、本当は夜のお酒がでる宴席にだけ配
るそうですが、今日は特別に配って頂きました。コロナでなかなか厳しい
状況でありますが、頑張って皆さんの役に立つような商品を作りたいと
思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

「最近の業界事情（弁護士会について）」

◎お誕生日プレゼント、ありがとうございました。奥さんに喜ばれました。石
井さん、卓話楽しみにしております。 鈴木　稔君

◎誕生祝い、ありがとうございます。 安倍元雄君
◎お久し振りです。だいぶ欠席しました。石井さん、卓話頑張って下さい。
　 高橋裕一君
◎先日は貴重な卓話の機会を頂いて、ありがとうございました。
 初瀬照夫君
◎いわきの矢吹病院の経営を引き継ぎました。今後も宜しくお願いします。
　 佐藤光一君


