
　皆様、こんにちは。先ほど９時半頃に、双葉
郡のJヴィレッジから東京オリンピック・パラリンピ
ックの聖火がスタートしました。３日間をかけ県

内を回り、27日の夕方４時半には、郡山駅前広場からの出発
の様です。我がクラブの平城社長は、さくら通りの坂を走るよう
です。お近くの皆様は是非、応援に行きたいものです。
　今日は、私の仕事でもあるブライダル業界の現状について
お話ししたいと思います。世の中の冠婚葬祭の状況をご承知
と思いますが、日本ブライダル文化振興協会が発表している
統計調査によると、昨年の４～６月、いわゆる春のブライダルシ
ーズンの期間では、全国で予定されていた99％の挙式が延
期またはキャンセルとなったそうです。さらに推計値では、３～９
月までに約170,000組の結婚披露宴に影響があったそうで、
その売り上げ損失は6,000億円にもなったそうです。市内のホ
テル、結婚式場でも大変な損失になっていると思いますし、本
当に危機的な状況だと思っています。
　そんな中で、やはりwithコロナ、新しい生活様式の中での
結婚披露宴の在り方が模索されているようで、今、業界でこれ
からの結婚式について特に注目を集めているキーワードが、少
人数ウエディング、ガーデンウエディング、国内リゾートウエディ
ング、フォトウエディング、オンラインウエディングです。例えば、
少人数での結婚式やパーティーを開催し、YouTubeなどの
動画配信サービスでライブ動画をオンラインで中継して出席
できない人に、スマホやパソコン、タブレット等で自宅や会社で
見てもらいながらチャットやメールでお祝いをしてもらう方法や、
Zoomなどのオンラインミーティングに使われるアプリを使って、
離れているゲストにも参加をしてもらい相互配信をしながら会
を進めるという、リアルとオンラインを組み合わせた方法がある
ようです。これらは、今後のサービスのデジタルな技術的の向
上が期待されていて、VRなどを利用した技術により、より現実
的な、より密な時間の共有を体験することができるとされていま
す。いずれにしても、私の会社やビューホテルさんにとっては早
くコロナ禍が沈静化して以前のような結婚披露宴が行えるよう
になる日がくることを望むわけですが、今後もしかすると、皆様
の中でも、「私たちの結婚式を配信するからスマホで見てね！」
なんて言われる日が来るのかもしれませんね。
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　４月11日に国際ロータリー第2610地区パスト
ガバナーを講師にお招きしまして、地区大会特
別セミナーを開催致します。地区大会同様、

YouTubeでの配信によるセミナーとなります。今回も郡山RCと
してサテライト会場を設置致しました。是非会場に来て頂きまし
て地区大会特別セミナーを盛り上げて頂きたいと思います。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　オリンピック聖火リレー、平城社長お疲れ様でした。コロナ禍
の中、従来とは違った方法での開催となりましたが、ご成功で
何よりです。
　いよいよ地区大会ですが、これもリモート開催です。今を不自
由とは思わず、視点を変えれば、今は今までにない新たな取り
組みに、創造的頭脳を発揮出来るチャンスです。今をポジティ
ブに楽しみたいものです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／49名　欠席／51名
出席率／49％　前回修正率／57.30％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございま
す。石黒ガバナー、宜しくお願い致します。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎会員の皆様、大変にお世話になります。４/４、４/11と宜しく
お願い致します。 石黒秀司君
◎何度聴いても為になる、石黒ガバナーの卓話に期待してい
ます。 湯浅大郎君
◎石黒ガバナーの卓話、楽しみにしております。
 幕田宙晃君、阿部充宏君、初瀬照夫君、高橋孝行君
 竹内誠司君、大木勝浩君、鈴木　稔君
◎郡山RC、そして会員の皆様のお陰様で、聖火ランナーを務
めさせて頂きます。心より感謝申し上げます。
 平城大二郎君
◎平城社長、聖火ランナー頑張って下さい! 村上康雄君
◎平城社長、71,920円の聖火トーチ、例会で見せて下さい。
 高橋裕一君
◎３月27日、聖火リレーをリモートで応援しましょう。 
 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　昨日、お茶の水の順天堂大
学にお邪魔を致しまして、鈴木
則雄さん、菅野さん、有賀さん、

私の４人で天野教授を訪ねまして講演の収録をして参りました。

国際ロータリー第2530地区
ガバナー　石黒 秀司君

会員卓話

　いよいよ４月４日の地区大会も迫って参りまし
たが、直近の例会ということで本日は石黒ガバ

ナーより思いの丈をお話頂き、皆さんでその思いを共有して参
りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

プログラム委員会報告
伊野泰司委員長

　第４回親睦ゴルフコンペは佐藤尚宏さんが優
勝したことをご報告させて頂きます。ご参加頂い

た皆様、本当にありがとうございました。４月15日の観桜会ですが、
現状のところ夜例会の開催を目指しておりますので、お含みおき
頂ければと思います。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

　今までガバナー就任後９ケ月の総括をさせて頂きたいと思い
ます。まず７月に入りましてガバナー公式訪問が始まりました。一
番最初が福島中央RC、その翌日が福島RCということで、非常
に緊張するところ二ケ所を消化してしまったので、その後は楽
しいガバナー公式訪問をやることができたなと思っております。
　今年度は、PETSもDVD収録をして受講して頂き、福島エレ
クトがZoomで参加されるというような形でありました、そして地
区研修協議会も、本来であれば1日で一カ所で会議をして頂く
という状況ですが、それもできないということで、４日間に渡って
地区研修協議会をやりました。順調に11月19日までガバナー公
式訪問を全部回りました。お陰様で会長幹事会、そしてクラブ
協議会、そして例会に卓話という形でフルスペックで対応する
ことができたということです、そして11月21日に地区大会委員
会をやりました。これもたまたまの初瀬さんがロータリー情報ハン
ドブックの分厚い本に書いてある通りに実施しました。
　そこで４月４日・11日の経過です。コロナの関係で、少し暖かく
なった頃であればなんとか収束傾向に向かうんじゃないかとい
うことで、４月４日・11日に変更を致しました。その時のやり方とい
うのは、私は中止はなかったので、幅の中にどこかある程度フ
ルスペックに近い形でやるのか、今回のように無観客で開催を
するというのが一番最少の開催の仕方という形でありました。
最後判断になりましたところは、やはりコロナ感染拡大防止に
繋がる動きを積極的にとっていくのも、我々ロータリアンのとるべ
き行動であろうというのが最終決断の理由です。基本的には
一方的な配信でありますので、YouTube配信という形になりま
す。今回の最大の特徴は、２時間に集約をしたということになり
ます。４月４日は三つの部分に分かれております。開会セレモニ
ー+天野先生の講演そして次年度以降のセレモニーです。実
はプログラムの印刷冊数を把握するために、ご登録をして頂き
ました。４日は1,586名の方、そして４月11日も1,300人以上にな
ったというご報告を頂いておりまして、これに関しては例年200
人ぐらいしか出ておりませんので、５～６倍の方々がご覧頂ける
という形です。ネット環境の無い方が一番のネックになりました
が、各クラブは４日も11日についてもサテライト会場を設けますと
いうところが非常に多くなっております。
　色 と々感じる部分がありまして、大いなる何かに導かれてい
るような気がするなというのが第一点です。非常にラッキーなこ
とというのが自分の周りに一杯出てきております。そして我がク
ラブは有り難いことに、優秀な有能な方が100人もおいでになり
ますから、そういった諸々の問題やハードルが目の前に現れた
時に、皆様方の知恵を結集すると全てがクリアになってしまうと
いうこともあるんじゃないかと思っております。３月11日に全世界
に向かって発信を致しました。冒頭に10年前の大地震、そして
その後の原発事故、そして復興が道半ばで順調になって来た
時に2019年の台風19号の水害、そしてまたその後の余震の
大地震、そしてコロナ禍。なんで我々にだけと思う部分もあるん
ですが、ひょっとしたら我々が選ばれて、そんな問題がクリアで
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きる人間であるから、知恵を結集すればその逆境を跳ね返す
ことができるから我々に現れているのかなということも感じます。
基本中の基本というのがありまして、ロータリーの目的がありま
すね。「ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を奨励し、これを育むことにある。事業の基盤に奉仕の精
神を置く」正にロータリーの目的です。こういった例会にも自分
磨きというような意識を持ちながら、例会始めあらゆる会合に出
席をしていく、そして他のロータリアンとの良い接点で自分磨き
をしながら、まずは会員一人ひとりの向上がそこに出てきます。
その次には会員一人ひとりの業務の向上です。当然仕事も順
調になっていく。そして自分の会社だけではなくて、自己の業界
の向上につながっていき、最後は社会の向上発展につながっ
ていくというような文章を書かれているんですが、正にこの辺の
基本中の基本というのは、やはり非常に大切にしていかなけれ
ばいけない部分であると私は思います。よく親睦と言います。親
睦には感情的親睦と精神的親睦があるそうです。とにかく知り
合いを広めることによって、奉仕の機会とする。正にロータリー
の醍醐味であります。そこに自己磨き、そして自己の業務の向
上、そして業界社会の向上がついてくれば、これほど素晴らし
い動きはないと思っております。
　４月４日、本当はフルスペックでやりたかったんですけど、とに
かく初めてのオンライン配信での地区大会、11日も是非宜しく
お願い申し上げます。本当にご協力を頂いていることに衷心か
らの御礼を申し上げて、そして４日・11日、皆様方のお力添えを
頂きながら素晴らしい時間を共有して参りたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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ます。まず７月に入りましてガバナー公式訪問が始まりました。一
番最初が福島中央RC、その翌日が福島RCということで、非常
に緊張するところ二ケ所を消化してしまったので、その後は楽
しいガバナー公式訪問をやることができたなと思っております。
　今年度は、PETSもDVD収録をして受講して頂き、福島エレ
クトがZoomで参加されるというような形でありました、そして地
区研修協議会も、本来であれば1日で一カ所で会議をして頂く
という状況ですが、それもできないということで、４日間に渡って
地区研修協議会をやりました。順調に11月19日までガバナー公
式訪問を全部回りました。お陰様で会長幹事会、そしてクラブ
協議会、そして例会に卓話という形でフルスペックで対応する
ことができたということです、そして11月21日に地区大会委員
会をやりました。これもたまたまの初瀬さんがロータリー情報ハン
ドブックの分厚い本に書いてある通りに実施しました。
　そこで４月４日・11日の経過です。コロナの関係で、少し暖かく
なった頃であればなんとか収束傾向に向かうんじゃないかとい
うことで、４月４日・11日に変更を致しました。その時のやり方とい
うのは、私は中止はなかったので、幅の中にどこかある程度フ
ルスペックに近い形でやるのか、今回のように無観客で開催を
するというのが一番最少の開催の仕方という形でありました。
最後判断になりましたところは、やはりコロナ感染拡大防止に
繋がる動きを積極的にとっていくのも、我々ロータリアンのとるべ
き行動であろうというのが最終決断の理由です。基本的には
一方的な配信でありますので、YouTube配信という形になりま
す。今回の最大の特徴は、２時間に集約をしたということになり
ます。４月４日は三つの部分に分かれております。開会セレモニ
ー+天野先生の講演そして次年度以降のセレモニーです。実
はプログラムの印刷冊数を把握するために、ご登録をして頂き
ました。４日は1,586名の方、そして４月11日も1,300人以上にな
ったというご報告を頂いておりまして、これに関しては例年200
人ぐらいしか出ておりませんので、５～６倍の方々がご覧頂ける
という形です。ネット環境の無い方が一番のネックになりました
が、各クラブは４日も11日についてもサテライト会場を設けますと
いうところが非常に多くなっております。
　色 と々感じる部分がありまして、大いなる何かに導かれてい
るような気がするなというのが第一点です。非常にラッキーなこ
とというのが自分の周りに一杯出てきております。そして我がク
ラブは有り難いことに、優秀な有能な方が100人もおいでになり
ますから、そういった諸々の問題やハードルが目の前に現れた
時に、皆様方の知恵を結集すると全てがクリアになってしまうと
いうこともあるんじゃないかと思っております。３月11日に全世界
に向かって発信を致しました。冒頭に10年前の大地震、そして
その後の原発事故、そして復興が道半ばで順調になって来た
時に2019年の台風19号の水害、そしてまたその後の余震の
大地震、そしてコロナ禍。なんで我々にだけと思う部分もあるん
ですが、ひょっとしたら我々が選ばれて、そんな問題がクリアで
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きる人間であるから、知恵を結集すればその逆境を跳ね返す
ことができるから我々に現れているのかなということも感じます。
基本中の基本というのがありまして、ロータリーの目的がありま
すね。「ロータリーの目的は意義ある事業の基礎として奉仕の
理念を奨励し、これを育むことにある。事業の基盤に奉仕の精
神を置く」正にロータリーの目的です。こういった例会にも自分
磨きというような意識を持ちながら、例会始めあらゆる会合に出
席をしていく、そして他のロータリアンとの良い接点で自分磨き
をしながら、まずは会員一人ひとりの向上がそこに出てきます。
その次には会員一人ひとりの業務の向上です。当然仕事も順
調になっていく。そして自分の会社だけではなくて、自己の業界
の向上につながっていき、最後は社会の向上発展につながっ
ていくというような文章を書かれているんですが、正にこの辺の
基本中の基本というのは、やはり非常に大切にしていかなけれ
ばいけない部分であると私は思います。よく親睦と言います。親
睦には感情的親睦と精神的親睦があるそうです。とにかく知り
合いを広めることによって、奉仕の機会とする。正にロータリー
の醍醐味であります。そこに自己磨き、そして自己の業務の向
上、そして業界社会の向上がついてくれば、これほど素晴らし
い動きはないと思っております。
　４月４日、本当はフルスペックでやりたかったんですけど、とに
かく初めてのオンライン配信での地区大会、11日も是非宜しく
お願い申し上げます。本当にご協力を頂いていることに衷心か
らの御礼を申し上げて、そして４日・11日、皆様方のお力添えを
頂きながら素晴らしい時間を共有して参りたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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