
日時：4月4日㈰
会場：オンライン

12:50　オープニング映像
13:00　開会点鐘 ガバナー　石黒　秀司
　　　　ホストクラブ会長挨拶 郡山 RC　池田　達哉
　　　　物故会員追悼・黙祷
　　　　RI 会長メッセージ 　　　　  ホルガー・クナーク
　　　　ガバナー挨拶 ガバナー　石黒　秀司
　　　　来賓挨拶
　　　　記念事業発表 ガバナー　石黒　秀司
　　　　記念事業説明書
　　　　大会委員会報告
　　　　各種表彰・感謝状贈呈
　　　　感謝状・記念品など
　　　　講師紹介
13:30　記念講演
　　　　演題「明るい未来への手がかりを探る」
　　　　　順天堂大学医学部心臓血管外科教授
　　　　　　　　　　　　　天野　篤氏
　　　　御礼の言葉
　　　　　　　　　ガバナー　石黒　秀司
　　　　ガバナーエレクト挨拶
　　　　　ガバナーエレクト　志賀　利彦
　　　　ガバナーノミニー挨拶
　　　　　ガバナーノミニー　佐藤　正道
　　　　次年度開催地発表
　　　　　　　　　ガバナー　石黒　秀司
　　　　次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶
　　　　　　　　 いわき小名浜RC会長　阿部　吉宏
　　　　次年度地区大会実行委員長挨拶
　　　　　いわき小名浜RC大会実行委員長　里見　　潤
　　　　コ・ホストクラブ挨拶
　　　　　　　　 中央分区ガバナー補佐　藤田　弘美
15:00　閉会点鐘 ガバナー　石黒　秀司
　　　　諸事お知らせ
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地区大会プログラム

　地区大会が開催された。盛大にとはいかなかったが、コロナ禍
での創意工夫された有意義な大会となった。
　大会開催に欠かせない事は何なのか？様々な検討の末に作り
上げた大会。身の回りの生活、会社の事業内容、運営形態、人と
の関わり方、あらゆる事が新しい生活様式へと変化し、新しい生
活様式がいずれ常識へと変わっていくのだろう。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

国際ロータリー第2530地区
2020-21年度地区大会

「今こそ奉仕！澎湃と渦巻け!!」
ほうはい2021年４月４日㈰

ホストクラブ・郡山ロータリークラブ

　盟友ロータリアン、ローターアクター、ロータリー
ファミリー、友人の皆さまこの度は、2020‒21年度
地区大会へようこそお越しくださいました。
　新型コロナウイルスの流行によって世界が変わりましたが、ロー
タリーの地区大会は継続して開催され、今まで以上にロータリー

RI会長あいさつ
2020‒21年度 国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

　本日、ここ「フロンティアスピリット」のまち・郡山
市において、多くのご来賓のご臨席を賜り、
2020‒21年度地区大会を開催できますことは、私たちの大きな喜
びとするところであり、心から感謝と御礼を申し上げる次第であり
ます。
　今年度、国際ロータリー　ホルガー・クナーク会長は、「ロータリ
ーは機会の扉を開く」のテーマを掲げ、ロータリーは、無限の機会
への招待であり、ポリオ根絶のような大規模な歴史的プロジェクト
から、地域社会に根差したささやかなプロジェクトまで、奉仕する機
会への扉を開いてくれ、私たちの中核的価値観を基により豊かな
意義ある人生への扉を開き、さらに、私たちのあらゆる活動が、どこ
かで、誰かのために機会の扉を開いていると強調しています。日本
のロータリー100周年の今年、「高邁なロータリーの奉仕の理念」
をより地域に、確実に次の世代に引き継ぐために、本大会のテーマ
を「今こそ　奉仕！澎湃と渦巻け！！」といたしました。「澎湃（ほうは

ガバナー挨拶
国際ロータリー第2530地区
2020‒21年度ガバナー

石黒　秀司

●生 年 月 日 1947（昭和22）年７月10日
●所属クラブ いわき小名浜ロータリークラブ
●職業分類 電気工事業
●事業所名 泉電設株式会社
●役　　職 代表取締役社主

プロフィール
　●生年・年齢　1955年10月生まれ（満65歳）
　●学　　 歴　1983年３月　日本大学医学部卒業
略歴
　順天堂大学大学院医学研究科 心臓血管外科学主任2016年４月～
　順天堂大学医学部天堂医院 院長2020年10月１日～現在
　順天堂大学大学院医学研究科 心臓血管外科学 特任教授

国際ロータリー第2530地区
2021‒22年度ガバナーエレクト 紹介

志賀　利彦

地区大会記念講演講師ご紹介
上皇陛下　心臓手術執刀医

順天堂大学医学部　心臓血管外科特任教授
　　　　　　　　　 天野　　篤氏

　●新会員入会数上位 9クラブ
　　郡山ロータリークラブ　６名
●ロータリー財団寄付
　年次寄付・恒久基金寄付上位 10クラブ
　　第５位　郡山ロータリークラブ　＄11,800.00
●財団寄付優秀クラブ
　　第９位　郡山ロータリークラブ　140％ 
●メジャードナー認証者
　　郡山 RC　石黒　秀司君・啓子さん　レベル１
●ポール・ハリス・フェロー
　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　郡山 RC
 　菅野　秀士君　　PHF
 　池田　達哉君　　PHF
 　石黒　秀司君　　PHF+8
 　根本　鎮郎君　　PHF+2
 　有賀　隆宏君　　PHF
 　福島　佳之君　　PHF
 　関根　　信君　　PHF+1
 　太田　　宏君　　PHF+3
 　初瀬　照夫君　　PHF+4
 　佐藤　尚宏君　　PHF
●米山記念奨学会表彰 寄付額上位 10クラブ
　　第９位　郡山ロータリークラブ　690,000 円
●米山功労者（マルチプル）
　　郡山 RC　林　誠君　第２回
●永年在籍 50 年
　　郡山 RC　増子　　康君
●永年在籍 40 年
　　郡山 RC　菊池　章治君
●永年在籍 30 年
　　郡山 RC　阿部　和博君
●地区アクションクラブ会報賞 優秀賞
　　郡山ロータリークラブ

第2530地区ロータリー財団委員会
委員長　早川敬介氏（郡山北RC）

次 回 第36回例会
令和3年4月22日㈭
ゲスト卓話

の未来にとって重要な行事となります。
　ロータリーでもさまざまな運営方式が変わり、この危機が過ぎ去
った後には、新たな現実が待ち受けているでしょう。今こそ、私た
ちロータリーの中核的価値観を見直し、自分たちにとってなぜロー
タリーが重要なのか、今後もロータリーを守っていくために必要な
資質は何かを考える必要があります。
　ロータリーへの入会理由やなぜロータリーに留まり続けるのか
を問うとき、多くの答えが存在するでしょう。世界各地のそれぞれ
の会員がロータリーに対して異なる思いを抱いているだけでなく、
私たち一人ひとりにとってロータリーは独自の意味をもつ存在とな
っています。しかし、共通点もあります。まず、私たちはみな、ロータ
リーの価値観、そして四つのテストに示される共通の倫理感を共
有しています。二つ目に、私たちは友情を深め、互いに同じ時間を
過ごすことを大切にしています。三つ目に、私たちは人びとを助け
ることを重んじ、「超我の奉仕」の理念に身を捧げています。
　私たちは現在、オンラインで集い、パソコン画面で互いの顔を
見ながら、ディスカッションをし、講演を聞き、新しいプロジェクトの
計画を立てることができます。このような危機の中にあっても、「ロ
ータリーは機会の扉を開く」のです。
　地区大会は、私たちが力を結集し、よりインパクトの大きなロータ
リーの奉仕について考え、会員の積極的な参加を促す機会となり
ます。皆さまがこの地区大会でアイデアを寄せ、活気を高めてくだ
さることを願っています。ロータリーでのリーダーという重要な役割
を担っていただいていること、そして、刻 と々変化する時代を生き
抜くためにご尽力いただいていることに、心より感謝いたします。
　素晴らしい機会です。　皆さまに感謝いたします。

い）」は、・水がみなぎり逆巻く様。・物事が盛んな勢いで沸き起こる
様をいいます。正に、会員それぞれが、自己磨きの中で体得、信じ
た奉仕の行動・考動から新時代の気運をそれも勢いのある気運を
興したいと考えます。新たな気付きから、感動と行動を。積極果敢
なこの１年のすべてを次の100年へと繋げたいと思います。
　新型コロナ禍の淀んだ環境を打破し、積極的に、前向きに、肯
定的に新世紀のロータリーをイメージしながら、この大会が、101年
目の新・ロータリーを大きく前進させる機会となることを祈念し、あい
さつといたします。
〈プロフィール〉
　●生 年 月 日　1957（昭和32）年11月７日
　●所属クラブ　郡山ロータリークラブ
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ータリーは機会の扉を開く」のです。
　地区大会は、私たちが力を結集し、よりインパクトの大きなロータ
リーの奉仕について考え、会員の積極的な参加を促す機会となり
ます。皆さまがこの地区大会でアイデアを寄せ、活気を高めてくだ
さることを願っています。ロータリーでのリーダーという重要な役割
を担っていただいていること、そして、刻 と々変化する時代を生き
抜くためにご尽力いただいていることに、心より感謝いたします。
　素晴らしい機会です。　皆さまに感謝いたします。

い）」は、・水がみなぎり逆巻く様。・物事が盛んな勢いで沸き起こる
様をいいます。正に、会員それぞれが、自己磨きの中で体得、信じ
た奉仕の行動・考動から新時代の気運をそれも勢いのある気運を
興したいと考えます。新たな気付きから、感動と行動を。積極果敢
なこの１年のすべてを次の100年へと繋げたいと思います。
　新型コロナ禍の淀んだ環境を打破し、積極的に、前向きに、肯
定的に新世紀のロータリーをイメージしながら、この大会が、101年
目の新・ロータリーを大きく前進させる機会となることを祈念し、あい
さつといたします。
〈プロフィール〉
　●生 年 月 日　1957（昭和32）年11月７日
　●所属クラブ　郡山ロータリークラブ

―――――　表　彰　―――――


