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　皆様、こんにちは。今日はまず始めに、先週の理
事会で決定させて頂いたのですが、今年度休会し
た分の会費の返金についてです。今年度休会した

例会に相当する会費として1ケ月分会費2万円を返金することと決定
しました。
　さて、昨年のことですが、トヨタの株式総会で、豊田章男社長が質
疑応答の場面である話をして話題になりました。様々なメディアで紹
介されましたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、「ロバを売
る親子」の話です。トヨタの豊田社長が株主総会の質疑応答の場面
でこの話を引用し、ロバを引く親子に意見する人をマスメディアになぞ
らえ、「『言論の自由』という名のもとに、何をやってもメディアから批判
されるのです。最近のメディアを見ておりますと『何がニュースかは自
分たちが決める』という傲慢さを感じずにはいられません」と、企業に
対するマスメディアの報道姿勢を批判したそうです。豊田社長が引
用したこの話に対し更に様々な意見が噴出したということなのです
が、この物語、また豊田社長の発言を皆さんはどう感じましたでしょう
か。いずれにしても企業や団体の舵取りをするリーダーというのは、そ
の目的を達成するために様々な責任と義務を負うことを覚悟しなけれ
ばいけないものだと、私は感じた次第であります。

　6月12日、創立85周年記念事
業として、郡山リトルリーグにキャ
ツチャー用具一式及び硬式ボ
ール5ダースの贈呈をしました。

会長挨拶 池田達哉会長
　6月10日会長、幹事で名誉
会員証書を4名の先輩方（斎
藤弥三郎氏・安藤澄男氏・佐

久間崇之氏・武田良夫氏）に認証状と記念品
を添えてお渡して、参りました。皆さんとてもお元
気で、またクラブでお会いできることを楽しみにし
ております。
　先日メンバーの阿部充正さんのご母堂様が
ご逝去されました。明日の5時から伊野積善社
にてお通夜、明後日1時より伊野積善社で告別
式が行われますのでご報告申し上げます。

幹事報告 佐藤政弘 幹事

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
 池田達哉君

◎本日も出席ありがとうございます。大山さんを歓迎します。退任挨
拶、宜しくお願いします。 佐藤政弘君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一 委員長

総員／100名　出席／54名　欠席／46名
出席率／54％　前回修正率／62.5％
他クラブ出席／1名

佐藤修朗 委員出席報告

さよなら例会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第41回例会
令和3年6月24日㈭

　2530地区の資金委員長ということで、財布を握っ
ているような役職を今任されておりますが、締めの決

算についてはもう少し時間がかかります。
7月からは会長職を賜りました。本来であれば、池田会長の背中を見
て一生懸命勉強しますという1年間だったのですが、コロナの関係で
夜の例会もほぼ無く、私は喋る機会が一切ない状況が続いておりまし
た。来年も一生懸命頑張りますので、今年1年の御礼と来年のお願い
を申し上げて挨拶と致します。ありがとうございました。

役員・理事・委員長退任挨拶
福島佳之 会長エレクト

　池田会長、佐藤幹事、会員の皆様方、実行委員会
で推薦させて頂いた皆様方、本当にお世話になりまし
た。深く心から感謝を申し上げます。例年のような決まり
きった地区大会ではございませんでしたが、この環境

下にあっては何とかできたかなと思っております。石黒さんとも随分話し合
いをしましたが、石黒さんのブレない強い考え方、意志、それは当初から変
わらず、「今コロナでみんなが疲弊している時に伝えたいこと、天野先生の
講演、これはオンラインで出来るのではないか、それを止める選択肢はあり
ません」と2人で話をしました。本当に皆様方、ありがとうございました。

太田　宏 2530地区大会実行委員長

　コロナの影響でクラブの設営並びに例会もなか
なかうまくいかない。特に親睦の方では矢部委員長
が力が発揮できない1年でした。親睦という面、クラ
ブ活動という面ではなかなか思うようにいかない1年

でした。来年度は会長と予定されておりますので、福島会長をジーっ
と見て、どういう動きをするか全て観察しながら1年間しっかり勉強して
参りたいと思います。1年間ありがとうございました。

佐藤尚宏 副会長理事

　奉仕というのは主語はRCではなく、ロータリアン
がという個人が主語であるので個人が中心になっ
てやるというのが基本です。でもこの国際奉仕という
のは個人ばかりではなくて、やはりクラブの力を借り

ないとやれないところもあるのかなという気がしました。コロナ禍の中で
やれなかったのではなくて、コロナ禍だからこそやれたことがあると思
います。1年間お世話になりました。ありがとうございました。

鈴木禎夫 国際奉仕理事

　何もできずに弱った1年でしたが、地区のセミナー
には２回参加させて頂きました。是非来年はコロナも
終息すると思いますので、青少年委員長にお願い
をしてバトンタッチをしたいと思います。1年間ありが

とうございました。

橋本　勝 青少年奉仕理事

　幹事の佐藤政弘君に1年間ついて学ばせて頂き
ました。本当にありがとうございました。そして皆様方
にも大変お世話になりました。来年度こそ宜しくお願
い致します。

阿部充宏 副幹事

　コロナという厳しい環境下ではありましたが、皆さ
んのご協力のお陰で無事1年間やることができまし
た。また池田会長、佐藤幹事の下でやれたというこ
とが本当に嬉しく思っております。皆さんの協力あり

がとうございました。

横山　大 S・A・A

　職業奉仕はロータリーの金看板であるとか、最も
大事なロータリーの根幹を成すものということで、非
常に大事な委員会と認識して気合を入れて臨んだ
つもりですが、今年はコロナに翻弄された1年だった

なと思います。ただロータリーの職業奉仕の基本は、集団で奉仕する
ことではなくて、それぞれの会員が自らの職業を通じて社会に貢献し
奉仕するということが基本だということですので、大きく事業は影響を
受けなかったと思います。ただ例年行っています職場訪問ができなか
ったのが残念だったなと思います。私自身は職業奉仕セミナーに2回
参加し、いずれも大変よく練られたプログラムでした。1年間大変お世
話になりました。ありがとうございました。

湯浅大郎 職業奉仕理事

　社会奉仕理事と致しましては、このクラブとして
何かをやるということではありませんが、例会の中
でそれぞれ情報交換はされたのかなと思っており

有賀隆宏 社会奉仕理事
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　この度郡山RCに入会させて頂くこととなりました。
郡山生まれ、郡山育ちの今年42歳です。歴史と伝統

のある郡山RCの一員となり、非常に身が引き締まる思いです。自分なり
に精一杯このクラブに貢献できればと考えておりますので、まだまだ未熟
な者ではございますが、皆様にご指導ご鞭撻を頂ければと思います。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

所　属　親睦活動委員会　　　　　
推薦人　神山英司君、遠藤友紀晴君

新入会員挨拶
㈱ケイビ 専務取締役　大山勇起君

　大山勇起さんをご紹介します。職業分類は警備業・
セキュリティサービスです。生年月日は昭和54年5月13
日、安積高等学校、成城大学を卒業されました。その

後、第一実業に就職され、暫くタイでお仕事をされていました。2019年に
こちらに戻られて、現在のケイビに入社されました。奥様はタイ人の方で
バンコクにいらっしゃいまして、タイの県知事のご息女ということです。趣
味は読書、将棋、プロレス鑑賞です。

新会員紹介 遠藤友紀晴君

　6月15日の最後のゴルフコンペですが、夜の表彰式・
懇親会も開催したいと思います。6時よりスプーンを予

約しております。最後までご参加を宜しくお願いします。

　1年間このロータリーの友を通して情報発信をさせて頂きました。なかな
か雑誌委員長じゃないと、このロータリーの友をじっくり読む機会がありま
せんでしたし、例会も開催されない中で少なくとも皆様に情報発信ができ
ればいいということでさせて頂きました。1年間お世話になりました。ありがと
うございました。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹 委員長

　「ロータリーの友」１月号を紹介いたします。
横組 　7頁　私たちの自然の中で

 32頁　第2530地区・地区大会報告
 49頁　日本のロータリー100年の軌跡をあなたに
　　　　　　     縦組 54頁　ロータリーアットワーク

雑誌委員会報告・退任挨拶
宮川雄次 委員長

◎まだ今年度末まではあと2回ありますが、今年度ありがとうございます。
 福島佳之君
◎大山勇起さんの入会を歓迎致します。皆さん、宜しくお願いします。
 遠藤友紀晴君、前田泰彦君、神山英司君
◎宜しくお願い致します。 大山勇起君
◎久し振りに出席致しました。地区大会では大変お世話になりまし
た。心から感謝申し上げております。 太田　宏君

◎1年前にコロナ太りで作ったスーツがブカブカになり、先ほど直しに
出しました。 佐藤修朗君

◎役員・理事・各委員長の皆様、1年間お疲れ様でした。
 渡邊邦浩君
◎2020-21年役員ご退任の皆様、1年間お疲れ様でした。
 橋本謙一君

　池田年度もいよいよ集大成。今年のテーマは「個性の融合」。まず
自分が楽しいがスタート。楽しい自分＝個性。親睦を通じて、互いの楽
しい＝個性を感じて、自分の個性との違いを認識してこそ、認めあえる
のでは。知らない人とこそロータリーの場で親睦の機会を。会員の個
性の集まりがクラブの個性。個性の足し算ではなく、個性の掛け算で
成長する郡山クラブでありたい。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

ます。本当に何もできなかった1年でしたが、皆様お疲れ様でござい
ました。
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受けなかったと思います。ただ例年行っています職場訪問ができなか
ったのが残念だったなと思います。私自身は職業奉仕セミナーに2回
参加し、いずれも大変よく練られたプログラムでした。1年間大変お世
話になりました。ありがとうございました。

湯浅大郎 職業奉仕理事

　社会奉仕理事と致しましては、このクラブとして
何かをやるということではありませんが、例会の中
でそれぞれ情報交換はされたのかなと思っており

有賀隆宏 社会奉仕理事

〒963‒8813  郡山市芳賀 2‒19‒14

㈱共立建築設計事務所
代表取締役 幕　田　宙　晃

☎ 944‒2278　　944‒0310
〒963‒8835  郡山市小原田 3‒5‒9

㈱ベーシックアイディーズ
代表取締役 宮　川　卓　也

☎ 973‒6165　　973‒6165

　この度郡山RCに入会させて頂くこととなりました。
郡山生まれ、郡山育ちの今年42歳です。歴史と伝統

のある郡山RCの一員となり、非常に身が引き締まる思いです。自分なり
に精一杯このクラブに貢献できればと考えておりますので、まだまだ未熟
な者ではございますが、皆様にご指導ご鞭撻を頂ければと思います。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

所　属　親睦活動委員会　　　　　
推薦人　神山英司君、遠藤友紀晴君

新入会員挨拶
㈱ケイビ 専務取締役　大山勇起君

　大山勇起さんをご紹介します。職業分類は警備業・
セキュリティサービスです。生年月日は昭和54年5月13
日、安積高等学校、成城大学を卒業されました。その

後、第一実業に就職され、暫くタイでお仕事をされていました。2019年に
こちらに戻られて、現在のケイビに入社されました。奥様はタイ人の方で
バンコクにいらっしゃいまして、タイの県知事のご息女ということです。趣
味は読書、将棋、プロレス鑑賞です。

新会員紹介 遠藤友紀晴君

　6月15日の最後のゴルフコンペですが、夜の表彰式・
懇親会も開催したいと思います。6時よりスプーンを予

約しております。最後までご参加を宜しくお願いします。

　1年間このロータリーの友を通して情報発信をさせて頂きました。なかな
か雑誌委員長じゃないと、このロータリーの友をじっくり読む機会がありま
せんでしたし、例会も開催されない中で少なくとも皆様に情報発信ができ
ればいいということでさせて頂きました。1年間お世話になりました。ありがと
うございました。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹 委員長

　「ロータリーの友」１月号を紹介いたします。
横組 　7頁　私たちの自然の中で

 32頁　第2530地区・地区大会報告
 49頁　日本のロータリー100年の軌跡をあなたに
　　　　　　     縦組 54頁　ロータリーアットワーク

雑誌委員会報告・退任挨拶
宮川雄次 委員長

◎まだ今年度末まではあと2回ありますが、今年度ありがとうございます。
 福島佳之君
◎大山勇起さんの入会を歓迎致します。皆さん、宜しくお願いします。
 遠藤友紀晴君、前田泰彦君、神山英司君
◎宜しくお願い致します。 大山勇起君
◎久し振りに出席致しました。地区大会では大変お世話になりまし
た。心から感謝申し上げております。 太田　宏君

◎1年前にコロナ太りで作ったスーツがブカブカになり、先ほど直しに
出しました。 佐藤修朗君

◎役員・理事・各委員長の皆様、1年間お疲れ様でした。
 渡邊邦浩君
◎2020-21年役員ご退任の皆様、1年間お疲れ様でした。
 橋本謙一君

　池田年度もいよいよ集大成。今年のテーマは「個性の融合」。まず
自分が楽しいがスタート。楽しい自分＝個性。親睦を通じて、互いの楽
しい＝個性を感じて、自分の個性との違いを認識してこそ、認めあえる
のでは。知らない人とこそロータリーの場で親睦の機会を。会員の個
性の集まりがクラブの個性。個性の足し算ではなく、個性の掛け算で
成長する郡山クラブでありたい。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

ます。本当に何もできなかった1年でしたが、皆様お疲れ様でござい
ました。


