
　石黒ガバナーは今年8つの目標を掲げられました。その
中で重要視されているのは会員増強です。ガバナーの
強いリーダーシップと思いが私達を動かしたのではない

かなと思っております。というのは、昨日まで2530地区では64名の純増です。
全国の地区で我が2530地区は今トップを走っております。最後までトップで
ゴールしたいなと思いますので宜しくお願いします。
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　皆様、こんにちは。まずは、本日例会のお客様をご紹
介致します。国際ロータリー第2530地区中央分区ガバ
ナー補佐の藤田弘美様、県南分区ガバナー補佐の遠

藤武士様、矢吹RC会長の横山栄子様です。
　さて、6月はRIが指定する「ロータリー親睦活動月間」であります。RCの
会員は、ロータリー親睦活動を通して、楽しみを分かち合い、親睦を深め、
一層充実したロータリーの経験を味わうことを目的として「親睦活動」とい
うものを推奨しています。RIのホームページである「マイロータリー」を見ま
すと、RIには70を超える様々な親睦活動グループがあります。メンバーは
楽しみを分かち合い、世界中の人 と々親睦を深めながら、ロータリーでの
経験をより深いものにしていきましょう、ということのようです。ご興味のある
方は是非マイロータリーを覗いてみて下さい。
　この「ロータリーと親睦」についてですが、ガイ・ガンディカーという元RI
会長は、「良き親睦は、決してロータリーのすべてではない、しかし良き親
睦は、ロータリーという苗木が根をおろし、成長するための素晴らしい土壌
をなしているものである。」と話してます。今年度はクラブとして、私が思い
描いていたような十分な親睦の機会を設けることができませんでした。来
年度以降、また会員の皆様と旅行を共にすることで大いに親睦を図れる、
友情を育むことができる、そんな世の中に早く戻って欲しいと、心より願って
おります。7月からの福島年度の親睦活動に期待を致しております。

会長挨拶 池田達哉 会長

　85周年記念事業として郡山リトルリーグに野球用品
一式を寄贈して参りましたので、ご確認下さい。また名
誉会員の4名の先輩方に、名誉会員証書と記念品を会
長と一緒に行って参りました。皆さんお元気で、またクラ

ブでお会いできるのを楽しみにしてますということでした。

幹事報告 佐藤政弘 幹事

◎1年間ありがとうございました。
 中央分区ガバナー補佐　藤田弘美君

◎県南分区ガバナー補佐として御礼に来ました。1年間良い体験をさせ
て頂きましたこと、感謝します。

 県南分区ガバナー補佐　遠藤武士君
◎矢吹RCの横山栄子です。日本RC100周年創立記念石碑を作りました
御礼に伺いました。石黒ガバナーさんには、お世話になりました。 
矢吹RC会長　横山栄子君

◎本日も例会ご参加ありがとうございます。藤田中央分区ガバナー補佐、
遠藤県南分区ガバナー補佐、横山矢吹RC会長を歓迎します。 
池田達哉君

◎本日も例会出席ありがとうございます。本日も退任挨拶、宜しくお願いし
ます。 佐藤政弘君

◎過日は名誉会員証書と記念品を頂きまして、ありがとうございました。
 斎藤弥三郎君、武田良夫君
◎本年プログラム委員会として会員の皆様には、大変お世話になりました。
 伊野泰司君
◎今日は「水國」を楽しみに来ました。皆様には1年間、職業奉仕頂いた
ことに感謝申し上げます。 湯浅大郎君

◎1年間ありがとうございました。
 米山記念奨学会委員会　鈴木正晃君
◎1年間ありがとうございました。うなぎ楽しみにしています。 高橋孝行君
◎うなぎ、楽しみです！ 村上康雄君
◎皆様お疲れ様でした。池田会長さん、石黒ガバナーさん、佐藤幹事、お
疲れ様でした。 小田修史君

◎先日のゴルフコンペでベスグロ優勝させて頂きました。ありがとうござい
ました。これからも精進して参りますので、宜しくお願いします。

 橋本　勝君
◎皆様、大変お久し振りです！ 安藤紀彦君
◎ワクチン接種、ありがとうございました。 初瀬照夫君
◎ニコニコＢＯＸにご協力ありがとうございました。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一 委員長

　出席委員長を拝命した時から100％出席をしよう
と思っておりましたが、それができなくなりまして非常
に残念に思っております。その代わり、委員の方々、
幹事にも出席報告をして頂きまして誠にありがとうご

ざいました。
総員／100名　出席／60名　欠席／40名　出席率／60％
前回修正率／62.92％　他クラブ出席／0名

安藤紀彦 委員長出席報告

　去年会長をやり、今年地区幹事を担当しました。地
区大会が4月に終わった時点で身体がクタクタになって
辛かったです。佐原先生はこう言ってます。「RCの活
動は楽しくやれ、細かいことはいいから楽しくやれ」とい

う最後のお言葉でした。ある本を読んでいましたら、「辛かった人は人に優
しくなれる」と書いてありました。これからも皆さんと優しいお付き合いを宜
しくお願いして挨拶とさせて頂きます。

関根　信 理事

　来年こそは、楽しい例会ができるように、一生懸命頑
張りたいと思いますので、是非来年は副が無くなるよう
ですので一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうご
ざいました。

高橋孝行 副S・A・A

　会長・幹事方針に則りながら、なんとか穴を空けずに
1年間クラブ会報の発行をさせて頂きました。そんな中、
今年は初の試みだったんですけど、フェイスブックを
使ってクラブ例会の発信や、皆様に有益な情報を流す

ということで1年間させて頂きました。郡山RCでは28名のフェイスブック会
員がいまして、そういう方達にも色々支えられながら頑張って参りました。お
世話になりました。ありがとうございました

幕田宙晃 クラブ会報委員長

　本年度に限りましてはコロナ禍ということがありまし
て、思うようにプログラム構成ができませんでした。何より
会員の皆様に快く卓話をお引き受け頂きまして、何とか
1年間プログラム委員会を全うすることができました。本

当に1年間ありがとうございました。

伊野泰司 プログラム委員長

　本来HPに載せる情報等は私がやるべきところ、幕
田委員長が全部やってくれちゃってましたので、私はそ
れをお手伝いする黒子に回っておりました。クラブ会報
は、毎週HPにアップする伝達の仕事はきちんとしており

ましたので、1年間大変お世話になりました。

酒井良胤 広報委員長

　コロナの中、働き方改革と言われてますので、新しい職
業ができるのではないか、それを目指して今年考えて参り
ました。幸い2名の方が新しい職業分類に入ることができ
ました。そしてそういう方を入会させて、新しい郡山RCの

発展に繋がっていけばいいなと思っております。1年間ありがとうございました。

新城義雄 職業分類委員長

　会員選考では、皆さんからご推薦を頂いた方々を選
考を致しまして、当クラブに品行・品格とも相応しい方々
を会員として迎えることが出来ました。顧みますれば30
数年で随分クラブは雰囲気が変わったと思います。し

かし郡山RCの理念・理想は全く変わっておりません。正しく我が郡山RC
は永久に不滅だと思います。1年間ありがとうございました。

林　　誠 会員選考委員長

　物事を達成していくということに関しては、とても高い
壁があるんですけど、その壁はどういう壁かと言うと、「そ
うは言っても」という壁なんですよ。私も10名を入会させ
よとガバナーからご指示を頂いたんですが、「そうは言っ

ても」9名は入会させたんですよ。名誉会員が3名。当クラブ道徳の厳格な
手続きがなかなか入会を許さなかった。申し訳ございませんでした。

神山英司 会員増強委員長

　私の役目としましては、4つのテストとロータリーの目的
の読み上げ等を1年間実行させて頂きました。情報委
員会では、ホームミーティングを来年是非和やかな雰囲

佐藤　聡 ロータリー情報委員長

　猪苗代湖に一番恩恵を被っているのは郡山市なん
ですね。毎年掃除に行っております。来年も声をかけて
頂ければまた参りたいと思います。1年間お世話になり
ました。

初瀬照夫 環境保全委員長

　今年度は石黒ガバナー輩出、そしてクラブ創立85周
年ということで、皆様にはいつもより数段のご配慮を賜り
たいということで、ご支援ご協力をお願い致しました。お
陰様で非常に多額のご寄付を頂戴することができまし

た。御礼を申し上げます。
今日RIからメールが来まして、ロータリー財団は寄付を集めるという活動
と、その資金の使い道としては地区補助金、グローバル補助金、ポリオプ
ラス。そのグローバル補助金が今年度幾ら使われたかというと、金額とし
ては1億3,900万ドル＝152億9千万円が全世界だけで良いことに使われ
たということです。忘れられない1年になりました。考え直すきっかけも頂きま
した。どうもありがとうございました。

遠藤友紀晴 ロータリー財団委員長

　今年度は石黒ガバナーが地区重点活動の一つとし
て、11月に米山奨学事業特別寄付のお願いという文
章を出させて頂きました。大変多くの会員の方々から特
別寄付の協力を頂くことができました。今年度はマルチ

プルも含めて7名の米山功労者が出られました。また2530地区に於きまし
ても、特別寄付の合計額がベスト10に入ることもできました。これも偏に皆
様のご協力のお陰と大変感謝しております。4月からは、ゴンザレス君とい
う米山奨学生が世話クラブとしてお世話することになりました。1年間あり
がとうございました。

鈴木正晃 米山記念奨学会委員長

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

　38年前、私はこの席に初めて立った時はこれだけ皆さ
んの顔を冷静に見られなかったです。今日お邪魔しました
のは、ロータリーが日本に導入されまして100年になるわけ

です。それで矢吹駅の東側に石碑を作らせて頂きました。その御礼にお邪
魔しました。こちらは創立85年という節目の年に石黒さんが就任されて、私も
大変良い体験をさせて頂いております。今日はありがとうございました。

国際ロータリー第2530地区県南分区ガバナー補佐
 遠藤武士君

　第5回ゴルフコンペのご報告をします。優勝はベスグロ

親睦活動委員会報告
矢部浩樹 委員長

　池田会長の今年度もいよいよ最終例会を残すのみとなりました。
　ゴールを迎える想いは様々だと思いますが、こんな大変な一年も、長い
歴史の中では歴史の一コマとして後世に伝わって行くのでしょうか。その
一コマがまた伝統を作り出して行くのだと考えたら、とにかく晴れやかな気
持ちでゴールを迎えたいものです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052

役員・理事・委員長退任挨拶

優勝の橋本勝さんでした。
　今年は最初からコロナでスタートしましたので、会長・幹事のやりたいことの
半分もできなかったのかなと思っております。悔いがあるかと言われたら全くご
ざいませんので、清 と々して二瓶健一君に親睦委員長をお譲りしたいと思いま
す、1年間皆様のご参加とご協力、ありがとうございました。

気の中、パスト会長を交えて、郡山RCの素晴らしさを皆さん体験していく
機会が持てればいいなと思っております。1年間ありがとうございました。
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幹事にも出席報告をして頂きまして誠にありがとうご

ざいました。
総員／100名　出席／60名　欠席／40名　出席率／60％
前回修正率／62.92％　他クラブ出席／0名

安藤紀彦 委員長出席報告

　去年会長をやり、今年地区幹事を担当しました。地
区大会が4月に終わった時点で身体がクタクタになって
辛かったです。佐原先生はこう言ってます。「RCの活
動は楽しくやれ、細かいことはいいから楽しくやれ」とい

う最後のお言葉でした。ある本を読んでいましたら、「辛かった人は人に優
しくなれる」と書いてありました。これからも皆さんと優しいお付き合いを宜
しくお願いして挨拶とさせて頂きます。

関根　信 理事

　来年こそは、楽しい例会ができるように、一生懸命頑
張りたいと思いますので、是非来年は副が無くなるよう
ですので一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうご
ざいました。

高橋孝行 副S・A・A

　会長・幹事方針に則りながら、なんとか穴を空けずに
1年間クラブ会報の発行をさせて頂きました。そんな中、
今年は初の試みだったんですけど、フェイスブックを
使ってクラブ例会の発信や、皆様に有益な情報を流す

ということで1年間させて頂きました。郡山RCでは28名のフェイスブック会
員がいまして、そういう方達にも色々支えられながら頑張って参りました。お
世話になりました。ありがとうございました

幕田宙晃 クラブ会報委員長

　本年度に限りましてはコロナ禍ということがありまし
て、思うようにプログラム構成ができませんでした。何より
会員の皆様に快く卓話をお引き受け頂きまして、何とか
1年間プログラム委員会を全うすることができました。本

当に1年間ありがとうございました。

伊野泰司 プログラム委員長

　本来HPに載せる情報等は私がやるべきところ、幕
田委員長が全部やってくれちゃってましたので、私はそ
れをお手伝いする黒子に回っておりました。クラブ会報
は、毎週HPにアップする伝達の仕事はきちんとしており

ましたので、1年間大変お世話になりました。

酒井良胤 広報委員長

　コロナの中、働き方改革と言われてますので、新しい職
業ができるのではないか、それを目指して今年考えて参り
ました。幸い2名の方が新しい職業分類に入ることができ
ました。そしてそういう方を入会させて、新しい郡山RCの

発展に繋がっていけばいいなと思っております。1年間ありがとうございました。

新城義雄 職業分類委員長

　会員選考では、皆さんからご推薦を頂いた方々を選
考を致しまして、当クラブに品行・品格とも相応しい方々
を会員として迎えることが出来ました。顧みますれば30
数年で随分クラブは雰囲気が変わったと思います。し

かし郡山RCの理念・理想は全く変わっておりません。正しく我が郡山RC
は永久に不滅だと思います。1年間ありがとうございました。

林　　誠 会員選考委員長

　物事を達成していくということに関しては、とても高い
壁があるんですけど、その壁はどういう壁かと言うと、「そ
うは言っても」という壁なんですよ。私も10名を入会させ
よとガバナーからご指示を頂いたんですが、「そうは言っ

ても」9名は入会させたんですよ。名誉会員が3名。当クラブ道徳の厳格な
手続きがなかなか入会を許さなかった。申し訳ございませんでした。

神山英司 会員増強委員長

　私の役目としましては、4つのテストとロータリーの目的
の読み上げ等を1年間実行させて頂きました。情報委
員会では、ホームミーティングを来年是非和やかな雰囲

佐藤　聡 ロータリー情報委員長

　猪苗代湖に一番恩恵を被っているのは郡山市なん
ですね。毎年掃除に行っております。来年も声をかけて
頂ければまた参りたいと思います。1年間お世話になり
ました。

初瀬照夫 環境保全委員長

　今年度は石黒ガバナー輩出、そしてクラブ創立85周
年ということで、皆様にはいつもより数段のご配慮を賜り
たいということで、ご支援ご協力をお願い致しました。お
陰様で非常に多額のご寄付を頂戴することができまし

た。御礼を申し上げます。
今日RIからメールが来まして、ロータリー財団は寄付を集めるという活動
と、その資金の使い道としては地区補助金、グローバル補助金、ポリオプ
ラス。そのグローバル補助金が今年度幾ら使われたかというと、金額とし
ては1億3,900万ドル＝152億9千万円が全世界だけで良いことに使われ
たということです。忘れられない1年になりました。考え直すきっかけも頂きま
した。どうもありがとうございました。

遠藤友紀晴 ロータリー財団委員長

　今年度は石黒ガバナーが地区重点活動の一つとし
て、11月に米山奨学事業特別寄付のお願いという文
章を出させて頂きました。大変多くの会員の方々から特
別寄付の協力を頂くことができました。今年度はマルチ

プルも含めて7名の米山功労者が出られました。また2530地区に於きまし
ても、特別寄付の合計額がベスト10に入ることもできました。これも偏に皆
様のご協力のお陰と大変感謝しております。4月からは、ゴンザレス君とい
う米山奨学生が世話クラブとしてお世話することになりました。1年間あり
がとうございました。

鈴木正晃 米山記念奨学会委員長

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

　38年前、私はこの席に初めて立った時はこれだけ皆さ
んの顔を冷静に見られなかったです。今日お邪魔しました
のは、ロータリーが日本に導入されまして100年になるわけ

です。それで矢吹駅の東側に石碑を作らせて頂きました。その御礼にお邪
魔しました。こちらは創立85年という節目の年に石黒さんが就任されて、私も
大変良い体験をさせて頂いております。今日はありがとうございました。

国際ロータリー第2530地区県南分区ガバナー補佐
 遠藤武士君

　第5回ゴルフコンペのご報告をします。優勝はベスグロ

親睦活動委員会報告
矢部浩樹 委員長

　池田会長の今年度もいよいよ最終例会を残すのみとなりました。
　ゴールを迎える想いは様々だと思いますが、こんな大変な一年も、長い
歴史の中では歴史の一コマとして後世に伝わって行くのでしょうか。その
一コマがまた伝統を作り出して行くのだと考えたら、とにかく晴れやかな気
持ちでゴールを迎えたいものです。（阿部充正）

クラブ会報委員会から一言

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052

役員・理事・委員長退任挨拶

優勝の橋本勝さんでした。
　今年は最初からコロナでスタートしましたので、会長・幹事のやりたいことの
半分もできなかったのかなと思っております。悔いがあるかと言われたら全くご
ざいませんので、清 と々して二瓶健一君に親睦委員長をお譲りしたいと思いま
す、1年間皆様のご参加とご協力、ありがとうございました。

気の中、パスト会長を交えて、郡山RCの素晴らしさを皆さん体験していく
機会が持てればいいなと思っております。1年間ありがとうございました。


