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　皆様、こんにちは。約１ケ月ぶりの例会の再会であ
ります。皆様にも大変ご心配、ご迷惑をおかけ致しま
した。その都度、文書等でお知らせをして参りました

が、県の緊急事態宣言も解除になり、例会が再開できる状況になりまし
たのでご案内をさせて頂きました。こうして皆様と例会でお会いすること
の出来る事が、私のロータリーでの幸せを感じる瞬間でございます。心
より例会へのご参加に感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
　まず初めに、米山記念奨学生のご紹介を致します。お名前はゴンザ
レス・マルティン・エドワルド君です。スペイン国籍の21歳。日本語を習得
して来日し、現在は郡山の国際ビジネス公務員大学校で国際ホテル・
ツーリズムの勉強をしているとのことです。来年３月まで私ども郡山RC
が世話クラブ、初瀬パスト会長がカウンセラーとなります。ゴンザレス君
には、月に一回は例会に出席をして頂き、米山奨学会からの奨学金を
お渡しすることとなります。
　次に、例会に先立ち行われました役員理事会の報告をさせて頂きま
す。退会会員は、松尾彰彦君、サッポロビール㈱南東北支社長です。
出席免除者について、次年度を含めて該当される会員の方には事務
局よりご案内があります。
　さて、５月の最終週の例会は「郡山クラブ創立85周年記念例会」を
開催する予定でした。大変残念ながら叶わなかったわけですが、その
記念例会で発表を予定しておりました記念事業について、ここでご報
告致します。まず、名誉会員への「名誉会員証書」の授与です。次に、
パスト会長座談会の報告です。去る４月30日に、平成10年から平成20
年までに歴任されたパスト会長にお集まり頂き「郡山ロータリー100年へ
のバトン」と題し座談会を開催致しました。ご参加頂いたパスト会長の
皆様には存分に郡山クラブへの思いを語って頂き大変有意義な座談
会となりました。現在、その座談会録を編纂中であります。年度が変わ
ってしまうかもしれませんがいずれ皆様にお配りできると思います。最後
に、記念事業と致しまして、今年度の青少年奉仕委員会との共同で
「郡山リトルリーグ」への物品寄贈を致します。内容は、キャッチャープロ
テクター等一式と公式球10ダースです。この場にて、郡山リトルリーグ代
表の山口松之進さんに目録をお渡ししたいと思います。

会長挨拶 池田達哉会長

　６月のプログラムですが、来週再来週と今年度の
役員・理事の皆様方退任のご挨拶を頂きます。６月
24日はさよなら例会ということで夜の例会になりま

す。17日は鰻例会という風に設定したいと思います。

幹事報告 佐藤政弘幹事

◎本日例会へのご参加、ありがとうございます。お久
し振りです。TUF渡辺支社長、取締役就任おめ

でとう! 池田達哉君
◎本日も例会出席ありがとうございます。最後の月です。宜しくお願い
します。鈴木禎夫実行委員長、卓話楽しみにしてます。
 佐藤政弘君
◎本日は鈴木禎夫85周年実行委員長には、卓話を宜しくお願い致し
ます。 伊野泰司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／55名　欠席／44名
出席率／55.56％　前回修正率／59.09％
他クラブ出席／1名

佐藤修朗委員出席報告

　6月になり、いよいよ池田年度も残すところ３回の例会となりました。
今年はコロナ禍ということもあり、思うようなクラブ運営が出来ませんでし
たが、残された時間を有意義に利用しながら集大成に向かっていけれ
ばと思います。ラストスパート！頑張って参りましょう。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

役員・理事・各委員長退任挨拶次 回 第40回例会
令和3年6月17日㈭

　85周年記念をなぜやるか。５の
つく年というのは０の年じゃないの

で小さくやろうということです。ところが85周年、これは100周年の15年
前ということになります。我がRCにとって15年というのは結構意義のあ
る数なんですね。1905年に国際RCが設立致します。その15年後に東
京RCが発足しております。そしてその15年+１年後に郡山RCが発足
しているということです。15年というのは長いようですぐ来てしまいます。
100年後も我々の居心地の良い郡山RCを引き継いでいけるかというこ
とについて、池田会長は大変危惧を持ったわけです。それは80周年で
新城さんとかに座談会をやって頂きました。これも素晴らしい座談会
で、郡山RCの骨格となる哲学というものをお話して頂きました。今回は
平成10年から20年までの方ということで、参加して頂きました方は根本

不動産リサーチ・アンド・
アプレイザル（株）
代表取締役　鈴木禎夫君

会員卓話

　本日は郡山ＲＣ85周年実行委員会の鈴木禎夫
実行委員長より卓話を賜りたいと思います。宜しくお

願いします。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

ベネファクター
認証状・バッヂ授与

石黒秀司君

さん、太田さん、高橋さん、今泉さんということで、このぐらいしか残って
いらっしゃらない。ということは、今回の名誉会員のことにしましても、出
席できる先輩達が少なくなってきている。私たちは言葉で言うよりも、そ
の先輩たちの存在感から色々学ぶものがあるかと思いますが、それが
段々薄れてきてしまうのではないかという危機感のもとで、この座談会
をやったということです。つまり80周年の座談会と一緒に、これを今後
でます座談会の纏まったものを読んで頂きますと、これはRCがなんだと
いうことを自分達で考える大変素晴らしい資料になるだろうと思いま
す。私もそこに参加させて頂きましたが、大変充実した座談会で感動
致しました。その中で私たちにとっては何と言っても郡山RCの歴史と
伝統がなんであるかということを話し合わなければなりません。「組みひ
もに例えるとクラブの歴史としては、85人の会長がいるわけですけれど
も、組みひものひもは皆同じ色では面白くない。それこそ無味乾燥で面
白くない。だからひもの色は85通りの色付けがあっていい。きらびやか
でいい。だけど実は中に詰まっているのは金太郎飴。どこを切っても中
心。中身は一緒。外は色々な色が混じっていてしなやかで歴史と時代
に左右されない。色が混じっていても中身は歴史と時代に左右されな
い。そんな郡山らしいところを繋いでいくことが理想かなと思っていま
す。
ポール・ハリスの言葉に、『この世界は常に変化する。我々は変化する
世界とともにすぐに変われる用意がなければならない』。あの時代に
ポール・ハリスはお話になっているのですけれども、時代が変化する度
に緩和していいものを上手に郡山RCに合わせて変えていくのがこのク
ラブではないのかと思っています」。金太郎飴という風にお話しされて
いるのが歴史と伝統であります。それを受け継ぐ皆さんは、それぞれで
あっていい。でも金太郎飴のところは変わらない。但し時代に合わせて
少し少し変えていく。それが周りの組みひものような私たちだということ
です。
　コロナの関係でこの１年間というのは例会もできませんでしたけれど
も、そういう思いでやってきた立派な１年間ではなかったかと思います。
そして郡山RCの歴史と伝統を繋いだ１年間だと確信しております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

6月誕生日祝い

　2日／平松敏郎君 　4日／鴨志田良明君
　7日／鈴木禎夫君 10日／菊池章治君
12日／成田英樹君
13日／矢部浩樹君、鈴木則雄君
24日／綾　哲志君、山口松之進君
25日／鈴木　稔君

　8日／小林良一君 13日／宗像　剛君
16日／宮川卓也君 15日／鴨志田良明君 
19日／矢部浩樹君
21日／鈴木禎夫君、竹内誠司君
22日／湯浅大郎君 27日／金森　良君 

6月結婚記念日祝い

〒963‒8501  郡山市向河原町 159‒1

（公財）星総合病院
理 事 長 星　　北　斗

☎ 983‒5525　　983‒5526
〒963‒0725  郡山市田村町金屋字孫右エ門平89

㈱堀川環境セキュリティー
代表取締役 堀　川　紀　房

☎ 944‒9514　　944‒9524

　私の夢は日本で日本の為に役に立つことです。そ
の為に、この２年間私の専門学校で毎日頑張りま
す。よろしくお願いします。

ゴンザレス・マルティン・エドワルド君

　５月20日の三国の鰻は６月17日に変更となりまし
たので、皆様の出席を宜しくお願いします。

横山　大S・A・A

　郡山リトルリーグは少子化の影響を受け、現在30
人を切った人数で細々と運営をしています。昔は
100名以上メンバーがおりましたが、運営する中で
今回の寄付は大変ありがたいことだと、監督・保護

者一同大変感謝をしておりました。これを機に子供たちの成長の機
会として活用させて頂きます。ありがとうございました。

山口松之進君

◎例会の再会おめでとうございます。鈴木禎夫さんの卓話を楽しみ
にしています。皆さん、お気をつけて。

 遠藤友紀晴君、大木勝浩君、高橋孝行君
◎例会が再開できて良かったです。 佐藤尚宏君
◎ご無沙汰しました。あと１ケ月、お世話になります。鈴木さんの卓話、
楽しみに。 石黒秀司君

◎本日、卓話致します。宜しくお願い申し上げます。 鈴木禎夫君
◎郡山リトルリーグへの支援、ありがとうございます。結婚記念のお祝
い、ありがとうございます。 山口松之進君

◎お花有難うございました。36年経過! 平松敏郎君
◎５月は結婚祝いをありがとう。本日は誕生祝をありがとう。いつもあり
がとう。 湯浅大郎君

◎結婚お祝いありがとうございます。27回目の結婚記念日となります。
 鈴木　稔君
◎米山奨学生ゴンザレス君、宜しくお願い申し上げます。
 初瀬照夫君
◎５月14日に安積町商工会総代会があり私の会長就任が承認され
ました。福島県内に88の商工会があり、県内で一番大きな商工会
であり県内で一番若い会長でもあります。安積町商工会会員は
710の企業があり、その重責はかなりのものと思われますので、精
一杯頑張って参りますが、皆様のご理解ご支援ご協力をお願いし
ます。 橋本　勝君
◎例会再開おめでとうございます。 橋本謙一君

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　聡委員長ロータリー情報委員会
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　皆様、こんにちは。約１ケ月ぶりの例会の再会であ
ります。皆様にも大変ご心配、ご迷惑をおかけ致しま
した。その都度、文書等でお知らせをして参りました

が、県の緊急事態宣言も解除になり、例会が再開できる状況になりまし
たのでご案内をさせて頂きました。こうして皆様と例会でお会いすること
の出来る事が、私のロータリーでの幸せを感じる瞬間でございます。心
より例会へのご参加に感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
　まず初めに、米山記念奨学生のご紹介を致します。お名前はゴンザ
レス・マルティン・エドワルド君です。スペイン国籍の21歳。日本語を習得
して来日し、現在は郡山の国際ビジネス公務員大学校で国際ホテル・
ツーリズムの勉強をしているとのことです。来年３月まで私ども郡山RC
が世話クラブ、初瀬パスト会長がカウンセラーとなります。ゴンザレス君
には、月に一回は例会に出席をして頂き、米山奨学会からの奨学金を
お渡しすることとなります。
　次に、例会に先立ち行われました役員理事会の報告をさせて頂きま
す。退会会員は、松尾彰彦君、サッポロビール㈱南東北支社長です。
出席免除者について、次年度を含めて該当される会員の方には事務
局よりご案内があります。
　さて、５月の最終週の例会は「郡山クラブ創立85周年記念例会」を
開催する予定でした。大変残念ながら叶わなかったわけですが、その
記念例会で発表を予定しておりました記念事業について、ここでご報
告致します。まず、名誉会員への「名誉会員証書」の授与です。次に、
パスト会長座談会の報告です。去る４月30日に、平成10年から平成20
年までに歴任されたパスト会長にお集まり頂き「郡山ロータリー100年へ
のバトン」と題し座談会を開催致しました。ご参加頂いたパスト会長の
皆様には存分に郡山クラブへの思いを語って頂き大変有意義な座談
会となりました。現在、その座談会録を編纂中であります。年度が変わ
ってしまうかもしれませんがいずれ皆様にお配りできると思います。最後
に、記念事業と致しまして、今年度の青少年奉仕委員会との共同で
「郡山リトルリーグ」への物品寄贈を致します。内容は、キャッチャープロ
テクター等一式と公式球10ダースです。この場にて、郡山リトルリーグ代
表の山口松之進さんに目録をお渡ししたいと思います。

会長挨拶 池田達哉会長

　６月のプログラムですが、来週再来週と今年度の
役員・理事の皆様方退任のご挨拶を頂きます。６月
24日はさよなら例会ということで夜の例会になりま

す。17日は鰻例会という風に設定したいと思います。

幹事報告 佐藤政弘幹事

◎本日例会へのご参加、ありがとうございます。お久
し振りです。TUF渡辺支社長、取締役就任おめ

でとう! 池田達哉君
◎本日も例会出席ありがとうございます。最後の月です。宜しくお願い
します。鈴木禎夫実行委員長、卓話楽しみにしてます。
 佐藤政弘君
◎本日は鈴木禎夫85周年実行委員長には、卓話を宜しくお願い致し
ます。 伊野泰司君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／55名　欠席／44名
出席率／55.56％　前回修正率／59.09％
他クラブ出席／1名

佐藤修朗委員出席報告

　6月になり、いよいよ池田年度も残すところ３回の例会となりました。
今年はコロナ禍ということもあり、思うようなクラブ運営が出来ませんでし
たが、残された時間を有意義に利用しながら集大成に向かっていけれ
ばと思います。ラストスパート！頑張って参りましょう。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

役員・理事・各委員長退任挨拶次 回 第40回例会
令和3年6月17日㈭

　85周年記念をなぜやるか。５の
つく年というのは０の年じゃないの

で小さくやろうということです。ところが85周年、これは100周年の15年
前ということになります。我がRCにとって15年というのは結構意義のあ
る数なんですね。1905年に国際RCが設立致します。その15年後に東
京RCが発足しております。そしてその15年+１年後に郡山RCが発足
しているということです。15年というのは長いようですぐ来てしまいます。
100年後も我々の居心地の良い郡山RCを引き継いでいけるかというこ
とについて、池田会長は大変危惧を持ったわけです。それは80周年で
新城さんとかに座談会をやって頂きました。これも素晴らしい座談会
で、郡山RCの骨格となる哲学というものをお話して頂きました。今回は
平成10年から20年までの方ということで、参加して頂きました方は根本
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アプレイザル（株）
代表取締役　鈴木禎夫君

会員卓話

　本日は郡山ＲＣ85周年実行委員会の鈴木禎夫
実行委員長より卓話を賜りたいと思います。宜しくお

願いします。

プログラム紹介
伊野泰司委員長

ベネファクター
認証状・バッヂ授与

石黒秀司君

さん、太田さん、高橋さん、今泉さんということで、このぐらいしか残って
いらっしゃらない。ということは、今回の名誉会員のことにしましても、出
席できる先輩達が少なくなってきている。私たちは言葉で言うよりも、そ
の先輩たちの存在感から色々学ぶものがあるかと思いますが、それが
段々薄れてきてしまうのではないかという危機感のもとで、この座談会
をやったということです。つまり80周年の座談会と一緒に、これを今後
でます座談会の纏まったものを読んで頂きますと、これはRCがなんだと
いうことを自分達で考える大変素晴らしい資料になるだろうと思いま
す。私もそこに参加させて頂きましたが、大変充実した座談会で感動
致しました。その中で私たちにとっては何と言っても郡山RCの歴史と
伝統がなんであるかということを話し合わなければなりません。「組みひ
もに例えるとクラブの歴史としては、85人の会長がいるわけですけれど
も、組みひものひもは皆同じ色では面白くない。それこそ無味乾燥で面
白くない。だからひもの色は85通りの色付けがあっていい。きらびやか
でいい。だけど実は中に詰まっているのは金太郎飴。どこを切っても中
心。中身は一緒。外は色々な色が混じっていてしなやかで歴史と時代
に左右されない。色が混じっていても中身は歴史と時代に左右されな
い。そんな郡山らしいところを繋いでいくことが理想かなと思っていま
す。
ポール・ハリスの言葉に、『この世界は常に変化する。我々は変化する
世界とともにすぐに変われる用意がなければならない』。あの時代に
ポール・ハリスはお話になっているのですけれども、時代が変化する度
に緩和していいものを上手に郡山RCに合わせて変えていくのがこのク
ラブではないのかと思っています」。金太郎飴という風にお話しされて
いるのが歴史と伝統であります。それを受け継ぐ皆さんは、それぞれで
あっていい。でも金太郎飴のところは変わらない。但し時代に合わせて
少し少し変えていく。それが周りの組みひものような私たちだということ
です。
　コロナの関係でこの１年間というのは例会もできませんでしたけれど
も、そういう思いでやってきた立派な１年間ではなかったかと思います。
そして郡山RCの歴史と伝統を繋いだ１年間だと確信しております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

6月誕生日祝い

　2日／平松敏郎君 　4日／鴨志田良明君
　7日／鈴木禎夫君 10日／菊池章治君
12日／成田英樹君
13日／矢部浩樹君、鈴木則雄君
24日／綾　哲志君、山口松之進君
25日／鈴木　稔君

　8日／小林良一君 13日／宗像　剛君
16日／宮川卓也君 15日／鴨志田良明君 
19日／矢部浩樹君
21日／鈴木禎夫君、竹内誠司君
22日／湯浅大郎君 27日／金森　良君 

6月結婚記念日祝い

〒963‒8501  郡山市向河原町 159‒1

（公財）星総合病院
理 事 長 星　　北　斗

☎ 983‒5525　　983‒5526
〒963‒0725  郡山市田村町金屋字孫右エ門平89

㈱堀川環境セキュリティー
代表取締役 堀　川　紀　房

☎ 944‒9514　　944‒9524

　私の夢は日本で日本の為に役に立つことです。そ
の為に、この２年間私の専門学校で毎日頑張りま
す。よろしくお願いします。

ゴンザレス・マルティン・エドワルド君

　５月20日の三国の鰻は６月17日に変更となりまし
たので、皆様の出席を宜しくお願いします。

横山　大S・A・A

　郡山リトルリーグは少子化の影響を受け、現在30
人を切った人数で細々と運営をしています。昔は
100名以上メンバーがおりましたが、運営する中で
今回の寄付は大変ありがたいことだと、監督・保護

者一同大変感謝をしておりました。これを機に子供たちの成長の機
会として活用させて頂きます。ありがとうございました。

山口松之進君

◎例会の再会おめでとうございます。鈴木禎夫さんの卓話を楽しみ
にしています。皆さん、お気をつけて。

 遠藤友紀晴君、大木勝浩君、高橋孝行君
◎例会が再開できて良かったです。 佐藤尚宏君
◎ご無沙汰しました。あと１ケ月、お世話になります。鈴木さんの卓話、
楽しみに。 石黒秀司君

◎本日、卓話致します。宜しくお願い申し上げます。 鈴木禎夫君
◎郡山リトルリーグへの支援、ありがとうございます。結婚記念のお祝
い、ありがとうございます。 山口松之進君

◎お花有難うございました。36年経過! 平松敏郎君
◎５月は結婚祝いをありがとう。本日は誕生祝をありがとう。いつもあり
がとう。 湯浅大郎君

◎結婚お祝いありがとうございます。27回目の結婚記念日となります。
 鈴木　稔君
◎米山奨学生ゴンザレス君、宜しくお願い申し上げます。
 初瀬照夫君
◎５月14日に安積町商工会総代会があり私の会長就任が承認され
ました。福島県内に88の商工会があり、県内で一番大きな商工会
であり県内で一番若い会長でもあります。安積町商工会会員は
710の企業があり、その重責はかなりのものと思われますので、精
一杯頑張って参りますが、皆様のご理解ご支援ご協力をお願いし
ます。 橋本　勝君
◎例会再開おめでとうございます。 橋本謙一君

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　聡委員長ロータリー情報委員会


