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　会員の皆様、本日も例会へのご参加誠にありがとうございます。
ついに1年間の会長職を終える時が来ました。今日は、感謝の言葉
だけをお伝えし、最後の会長挨拶としたいと思います。まずこの1年
の間、何より私の助けになったのは歴代のパスト会長の皆様の優し

い一言一言でした。年度当初、非常に不安定な船出をした私に対し、クラブ運営のことで
ご相談させて頂いたり、ご助言を求めるたびに、郡山クラブの在り方や考え方、我がクラブ
の哲学に即した適切なアドバイスを頂きました。「人に学ぶ」とよく言いますが、郡山クラブ
ではその「人に学ぶ」機会がたくさんあるように思います。先輩後輩に限らず、同じクラブ
のロータリアンとして、これからも皆さんと機会を共にし、自分自身もう少し学んでいきたいと
思っております。今年度のクラブ運営は、本当に会員の皆さんに一緒に作って頂いた1年
だったと思います。安心安全な例会を行いたいという思いで、しつこいくらいに、コロナ禍の
中、会員の皆様の感染予防の徹底をお願いして参りました。しかし、年度終わりに近くなっ
て改めて気づいたのは、郡山クラブの会員の皆様は、それらに既に十分対応している企
業経営者で在り、倫理的な理念を持ったロータリアンであった、ということです。全ての会
員の皆様に、本当に感謝しております。ありがとうございました。
今年度は石黒ガバナーを輩出するクラブでありましたので、地区支援に強力に力を注い
だ年にもなりました。ロータリー財団や米山記念奨学会、会員増強なども地区が掲げた目
標を達成するため各委員長さんにご尽力を頂きました。ありがとうございました。また、関根
地区幹事を筆頭に、地区出向のメンバーには、地区内63クラブへのガバナー公式訪問、
太田宏地区大会実行委員長を始めとする実行委員会の皆様には、大変お世話になりま
した。特にコロナ禍の中での諸問題には私自身判断に迷い、そんな時には、湯浅パスト会
長にご相談を申し上げ適切なアドバイスを頂きました。また、私が幹事を務めさせて頂いた
鈴木禎夫パスト会長には「ひろく意見を聞くことがクラブの在り方の本質である」と、理事
会やその他の場面で可能な限り集まって、話し合って決めることをしてきた1年でした。最
後に、佐藤幹事、あなたが今年度最初の例会で幹事就任の挨拶をした場面で、「1年後
に池田会長に、あなたが幹事で良かった、と言わせたい」と言っていました。まさにその言
葉を御礼として伝えたいと思います。佐藤幹事、あなたが幹事で本当に良かった。おかげ
で、1年間会長として楽しく過ごすことが出来ました。ありがとう。
　最後に、これからの私の決意を述べたいと思います。これからの自分はこうありたい、と
いう話なのですが…。最近はなぜか本を読む機会が減ってしまったのですが、私はハード
ボイルド小説を好んで読んでおりました。著名なハードボイルド作家レイモンドチャンドラー
の作品に出てくる私立探偵・フィリップマーロウの有名な台詞に「男はタフでなければ生き
て行けない。優しくなければ生きている資格がない」というのがあります。日本のハードボイ
ルド作家の大沢在昌氏が、「ハードボイルドとは一言でいうと「やせ我慢」である。強くない
ものの優しさは、上から目線になったりいびつになったりしがちです。その危うさを知ってい
るから、自分はやせ我慢をして、押しつけがましくない優しさを時折見せるのです。」相手
には気づかない、分からないような「人に対する優しさ」ができる男に、これからなりたいと
思っている今日この頃であります。郡山クラブのロータリアンの皆様、本当に1年間お世話
になりました。ありがとうございました。

会長挨拶 池田達哉 会長

　皆さんこんばんは。先程の85周年記念の写真撮影にご協力
頂きありがとうございます。最後の幹事報告を致します。とは言っ
ても、特にありませんので、退任の挨拶をさせて頂きます。
　まずは会員の皆様、1年間本当にお世話になりました。毎回バ

タバタしていましたが、今年度４１回目の例会を無事に終える事が出来ます。ありがとう
ございました。この１年で、ロータリークラブのことがやっと解って来たような気がします。
また、他のクラブと交流することによって、この郡山クラブの本当の素晴らしさがしっかり
理解出来た1年だったと思います。後日、座談会録としてお配りしますが、85周年記念
座談会では郡山クラブの素晴らしさを強く感じました。座談会での話で、パスト会長に
は、厳しい先輩が沢山いらっしゃいます。しかし、厳しさ以上に皆さんとても優しい先輩

幹事報告・退任挨拶 佐藤政弘 幹事

　あっという間の3年半でありました。私事、ガバナー・ノミニー・デジ
グナイト・ノミニー・エレクト・ガバナーと3年半、本当にあっという間に
終わってしまったなという感覚です。コロナ禍の中、去年の1月にサ
ンディエゴの国際協議会に行って帰って来た後は、もう気合が入

りまくりでありまして、地区チーム研修セミナー、これはリアルでできました。その後、勢いの
付くPETS・地区研修協議会ができませんでした。PETSはDVD、そしてマイロータリーの
ラーニングセンターということで、8～9時間、ビデオを見て勉強して頂きました。そして地区
研修協議会もzoomで4日間に亘ってやりました。そんな中でもクラブ訪問は全てできまし
たので、非常にありがたかったことであります。11月19日、クラブに帰って来て最後に胸が
詰まって泣きそうになりました。あの時はやっぱりこのクラブはいいよねと、本当に腹の底か
ら思いました。そして次年度は、ロータリーコーディネーター補佐という職も頂戴しました。
この3年半の諸々のご支援、お支え、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

ガバナー挨拶 石黒秀司 ガバナー

◎1年間ありがとうございました。 池田達哉君
◎本日も例会出席ありがとうございます。1年間お世話になりまし

た。つたない幹事ですみませんでした。 佐藤政弘君
◎創立85周年を祝って。 小林良一君
◎池田丸、石黒丸、寄港おめでとうございます。また、当クラブ85周年、諸先輩が築か
れました歴史と伝統に敬意を表します。 安倍元雄君

◎池田会長、佐藤幹事、お疲れ様でした。そして私も1年間、大変お世話になりました。 
 石黒秀司君
◎1年間お世話になりました。ありがとうございました。会長、幹事、お疲れ様でした。 
 佐藤尚宏君、高橋良和君、遠藤友紀晴君、遠藤喜志雄君、太田　宏君
 有賀隆宏君、大山勇起君、二瓶健一君、佐藤　聡君、石井敏久君
 神山英司君、橋本　勝君、初瀬照夫君、鈴木禎夫君、福内浩明君
 山口　仁君、山口松之進、福島佳之君、中原喜範君、鈴木正晃君
 橋本謙一君、阿部充宏君、矢部浩樹君、伊野泰司君、前田泰彦君
 有賀隆宏君、高橋孝行君、村上康雄君、佐久間盛徳君、成田英樹君
 丸山　弘君、菅野秀士君、高橋裕一君、幕田宙晃君
◎池田会長、佐藤幹事、ガバナー輩出年度、クラブ創立85周年、それでも続くコロナ難
しい舵とりを強いられた1年でしたが、見事な運営でした。お疲れ様！ 湯浅大郎君
◎1年間地区活動のため、地区副幹事の方々、他会員の皆様、ご協力ありがとうござ
いました。感謝。 関根　信君、菅野秀士君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一 委員長

さよなら例会
会長挨拶 池田達哉会長
　今日は皆様お一人お一人にマスクをし
たままではございますが、御礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございました。
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佐藤修朗 委員出席報告

　いよいよ池田会長年度、最後のクラブ会報誌の発行となりました。お陰様で、穴を
開けることなく何とか一年間発行することが出来ました。これもひとえに、池田会長・佐
藤幹事、メンバーの皆様方、石井電算印刷様のお力添えのおかげと感謝しておりま
す。一年間本当にありがとうございました。池田年度最高の一年でした！！（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

ガバナー公式訪問
　郡山ビューホテルアネックス

次 回 第2回例会
令和3年7月8日㈭

郡山ロータリークラブ 創立85周年 記念撮影

乾杯 新城義雄君
　郡山RCの85年の歴史と伝統を重く受け止め、そし
てこれからは世代に合った郡山RCの発展を期したい
と思います。乾杯。

 ソングリーダー
二瓶健一君

 中締め
福島佳之会長エレクト

達なのだと実感しました。実は、年度初め、池田会長も意外と厳しい人だとは思いまし
た。しかし、一年間行動を共にして、すごく優しい人だという事が分かって来ました。まさ
に郡山クラブにふさわしい会長なのです。と、落ちが付いたところで、私は池田会長の
幹事に指名して頂いて良かったです。と同時に池田会長に対しては、一度きりの会長
なのに、手の掛かる幹事で、大変に申し訳なく思っています。
　色々ありましたが、本当に楽しい1年を送る事が出来ました。会長、1年間ご指導頂き
ありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。また、役員理事の皆さん、各委
員長の皆さん、大変お世話になりました。皆さんのお陰で1年間楽しむ事が出来ました。
ありがとうございました。そして、何よりも事務局、高梨さんの力は偉大です。高梨さん！本
当にありがとうございました。来月からは、のんびりとロータリーを楽しみたいと思います
ので、今後共宜しくお願い致します。
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 佐藤尚宏君、高橋良和君、遠藤友紀晴君、遠藤喜志雄君、太田　宏君
 有賀隆宏君、大山勇起君、二瓶健一君、佐藤　聡君、石井敏久君
 神山英司君、橋本　勝君、初瀬照夫君、鈴木禎夫君、福内浩明君
 山口　仁君、山口松之進、福島佳之君、中原喜範君、鈴木正晃君
 橋本謙一君、阿部充宏君、矢部浩樹君、伊野泰司君、前田泰彦君
 有賀隆宏君、高橋孝行君、村上康雄君、佐久間盛徳君、成田英樹君
 丸山　弘君、菅野秀士君、高橋裕一君、幕田宙晃君
◎池田会長、佐藤幹事、ガバナー輩出年度、クラブ創立85周年、それでも続くコロナ難
しい舵とりを強いられた1年でしたが、見事な運営でした。お疲れ様！ 湯浅大郎君
◎1年間地区活動のため、地区副幹事の方々、他会員の皆様、ご協力ありがとうござ
いました。感謝。 関根　信君、菅野秀士君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一 委員長

さよなら例会
会長挨拶 池田達哉会長
　今日は皆様お一人お一人にマスクをし
たままではございますが、御礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございました。

〒963‒0115  郡山市南 2‒58

㈱オートデンソーマルヤマ
代表取締役 丸　山　　弘

☎ 945‒5388　　945‒5398
〒963‒8014  郡山市虎丸町21‒14

阿部測量 株式会社
代表取締役 阿　部　充　宏

☎ 933‒2585　　922‒5005

総員／100名　出席／65名　欠席／35名　出席率／65％
前回修正率／67.42％　他クラブ出席／4名

佐藤修朗 委員出席報告

　いよいよ池田会長年度、最後のクラブ会報誌の発行となりました。お陰様で、穴を
開けることなく何とか一年間発行することが出来ました。これもひとえに、池田会長・佐
藤幹事、メンバーの皆様方、石井電算印刷様のお力添えのおかげと感謝しておりま
す。一年間本当にありがとうございました。池田年度最高の一年でした！！（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

ガバナー公式訪問
　郡山ビューホテルアネックス

次 回 第2回例会
令和3年7月8日㈭

郡山ロータリークラブ 創立85周年 記念撮影

乾杯 新城義雄君
　郡山RCの85年の歴史と伝統を重く受け止め、そし
てこれからは世代に合った郡山RCの発展を期したい
と思います。乾杯。

 ソングリーダー
二瓶健一君

 中締め
福島佳之会長エレクト

達なのだと実感しました。実は、年度初め、池田会長も意外と厳しい人だとは思いまし
た。しかし、一年間行動を共にして、すごく優しい人だという事が分かって来ました。まさ
に郡山クラブにふさわしい会長なのです。と、落ちが付いたところで、私は池田会長の
幹事に指名して頂いて良かったです。と同時に池田会長に対しては、一度きりの会長
なのに、手の掛かる幹事で、大変に申し訳なく思っています。
　色々ありましたが、本当に楽しい1年を送る事が出来ました。会長、1年間ご指導頂き
ありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。また、役員理事の皆さん、各委
員長の皆さん、大変お世話になりました。皆さんのお陰で1年間楽しむ事が出来ました。
ありがとうございました。そして、何よりも事務局、高梨さんの力は偉大です。高梨さん！本
当にありがとうございました。来月からは、のんびりとロータリーを楽しみたいと思います
ので、今後共宜しくお願い致します。


