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国際ロータリー第2530地区（旧承認番号 3992）

第１回

2021年７月１日

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
ロータリー情報委員長 高橋裕一君

会長挨拶

会長、幹事バッチ交換

福島佳之 会長

皆様さん、
こんにちは。7月1日、今日から新しい年
度がスタートになります。今年度から会長を務めさせ
て頂きます福島佳之と申します。
どうぞ宜しくお願い
申し上げます。第1回の役員・理事会が先ほど開催
され、決定された事項があります。
まず休会日の件ですが、海の日が
変更で7月22日、
お盆の8月12日、秋分の日の9月23日、年末の12月30
日、年度末の3月31日、祭日の5月5日にさせて頂いております。退会会
員の件ですが、東邦銀行の竹内誠司常務が退職なされて東邦カー
ドにご栄転で当クラブを退会することになりました。新会員として、東
邦銀行常務取締役郡山営業部長の七海重貴さんです。
ご賛成頂
けますでしょうか。ありがとうございます。
ガバナー公式訪問の件です
が、第1回目のガバナー公式訪問が当クラブに来週お出で頂くことに
なります。いわき小名浜RCの志賀利彦ガバナーです。今年度第2530
地区の大事な事業・運営方針・目的などのお話を聞く機会となります
ので、数多い会員の皆様ご参集を頂いてお迎え頂きたいと思います。
出席免除者の件が審議されました。25名の該当者の内免除の申し
出が14名となります。毎年恒例となりましたが、研修リーダー・IT委員
長を郡山RCから選出する件は、研修リーダーを高橋裕一さん、IT委
員長を幕田宙晃さんにお願いいたしました。今年度のコロナウイルス
に対する対策についてですが、国或いは県から発出される緊急事態
或いは非常事態宣言に対して、郡山RCとして即座に対応して参りた
いと思います。
ご了承頂きたいと思います。

奨学金贈呈

ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド君

皆さんが今まで、私に応援してくれて誠にありがとう
ございました。

池田達哉パスト会長から
福島佳之会長へ

幹事報告

親睦活動委員会報告

ガバナーノミニーデジグナイトとい
う半年間もございますので、
ノミニー・
エレクト・ガバナーの3年半大変にお
世話になりました。厳しい環境下で
運営を余儀なくされるという状況で
した。各クラブ会長様宛に御礼の文
章を発信致しました。
こんな環境下
でよくぞここまで頑張って頂いたというような、
そんな成果を挙げた一年
だったのかなと思っております。今年度はARCということで、全国に出
ていって勉強させて頂くということになっておりますので、長いこれから
のロータリーライフでちょっとずつお返しをして参りたいと思っておりま
す。本当に３年半お世話になりました。
ありがとうございました。
新城義雄君 初瀬照夫君 高橋裕一君 中原喜範君
菅野秀士君 関根 信君 福島佳之君

二瓶健一 委員長

7月誕生日祝い

1日／村上康雄君
2日／石井敏久君
3日／酒井良胤君
9日／田島茂樹君
19日／橋本謙一君
21日／幕田宙晃君
26日／滝田金之介君
28日／阿部賢輔君、
佐久間盛徳君、
安藤紀彦君

7月結婚記念日祝い
1日／村上康雄君

7日／遠藤大助君

親睦ボウリング大会を8月11日㈬午後5時からボウルアピア郡山で開催
致します。旧大松ボウルですが、残念ながら8月15日で閉店ということで、
約半世紀に亘って郡山を支えてくれた場所です。
ご出席を宜しくお願い
します。納涼会を8月19日㈭午後6時から、三春ガーデンレストランサララ
で開催予定です。
どうぞ宜しくお願い致します。

2020〜2021年度年間100％出席者

安藤紀彦 前年度出席委員長

鈴木禎夫君

第2530地区役員・委員委嘱状交付 石黒秀司君

阿部充宏 幹事

次週のガバナー公式訪問時には、必ずバッチとネ
クタイ着用でお願いします。7月15日・29日の例会で、
会員・理事・委員長の皆様に就任のご挨拶を頂きた
いと思います。宜しくお願い致します。

米山功労者感謝状贈呈
第2回マルチプル

佐藤政弘パスト幹事から
阿部充宏幹事へ

44 年： 新城義雄君
37 年： 滝田金之介君
32 年： 林
誠君
27 年： 五十嵐酋平君
26 年： 安倍元雄君
今泉正規君
22 年： 石黒秀司君
21 年： 初瀬照夫君
20 年： 大野勝久君

19 年： 神山英司君
鈴木淳策君
18 年： 湯浅大郎君
17 年： 平松敏郎君
16 年： 佐藤尚宏君
15 年： 鈴木禎夫君
14 年： 菅野秀士君
関根 信君
13 年： 佐 藤 聡 君
12 年： 池田達哉君
11 年： 有賀隆宏君
佐藤政弘君
9 年： 鈴木正晃君

8 年： 大木勝浩君
高橋裕一君
7 年： 堀川紀房君
幕田宙晃君
6 年： 高橋孝行君
福島佳之君
5 年： 阿部充宏君
中原喜範君
3 年： 佐藤光一君
1 年： 伊野泰司君
酒井良胤君
橋本謙一君
橋本 勝君
横山 大君

ニコニコＢＯＸ委員会報告

宮川雄次 委員長

◎今日からスタートします。皆様のご指導・ご協力、
宜し
くお願いします。
福島佳之君
◎1年間よろしくお願い申し上げます。 阿部充宏君
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◎本日、
副S・A・Aデビュー致しました。不慣れではございますがよろしくお
願い致します。
丸山 弘君
◎福島丸出港おめでとう
！
鈴木禎夫君
◎福島会長他皆様、
新年度もよろしくお願い致します。
平栗俊昭君
◎福島会長、
阿部幹事、
1年間ガンバッテ下さい。宜しくお願いします。
中原喜範君
◎福島会長、
阿部幹事1年間頑張って下さい！
佐藤 聡君
◎福島さんと阿部さんのご活躍に期待します。
湯浅大郎君
◎福島丸の安全な後悔を祈って。
遠藤喜志雄君
◎福島会長、
阿部幹事よろしくお願いいたします。
山口 仁君
◎見事な梅雨らしい曇天の中の福島会長の舟出を祝して。
神山英司君
◎福島年度の船出を祝して！
！
池田達哉君
◎福島年度のスタートをお祝いして。
ガンバレー
佐藤政弘君
◎福島会長、
阿部幹事、
本日から1年間どうぞよろしくお願い致します。
大木勝浩君
◎本年も会長、幹事をはじめ、会員の皆様1年間何卒よろしくお願い致し
ます。
伊野泰司君
◎福島会長、
阿部幹事、
何もできませんが、
出席で応援いたします。
初瀬照夫君
◎福島会長、
阿部幹事、
1年間頑張って下さい。
高橋裕一君
◎福島会長、
阿部幹事の1年を楽しみにしております。
有賀隆宏君
◎福島丸の出帆を記念し活躍と郡山RCの発展を祈ります。
安倍元雄君
◎会長、
幹事1年間よろしくお願いします。
鈴木正晃君
◎福島会長、
阿部幹事、
楽しい1年に！
！地区ガバナー会員の皆様のご支
援のお蔭で任期全う致しました。心より御礼申し上げます。
石黒秀司君
◎福島丸いよいよ出港ですね！
！楽しい1年になることを祈念します！
！
ガンバ！
！
関根 信君
◎郡山RCに戻ってまいりました。
またよろしくお願いいたします。
菅野秀士君
◎福島会長、
阿部幹事1年間がんばって下さい。
佐藤修朗君
◎福島さん、
阿部さん1年間よろしくお願いします。
小田修史君
◎新年度宜しくお願い致します。
平松敏郎君
◎福島会長、阿部幹事おめでとうございます。
プログラム委員長として1
年間お世話になります。
山口松之進君
◎福島会長、
阿部幹事1年間よろしくお願いいたします。 太田 宏君
◎本年度1年間宜しくお願いいたします。
高橋孝行君
◎福島会長、
阿部幹事1年間がんばっていきましょう
！
！楽しい1年に！
！
幕田宙晃君
◎福島会長、
阿部幹事1年間よろしくお願いします。
佐藤尚宏君
◎福島会長、
阿部幹事おめでとうございます。
よろしくお願いします。
遠藤友紀晴君、
今泉正規君
◎副幹事として1年間精一杯がんばりますのでよろしくお願いします。
橋本 勝君
◎お世話になります。
よろしくお願い致します。
大山勇起君
◎福島会長、阿部幹事のもと1年間、楽しいエピソードを伝えてまいりま
す。
よろしくお願いします。
宮川雄次君

今日はクラブ運営方針、来週がガバナー公式訪
問、15・29日クラブ総会と各委員長就任挨拶です。8
月5日にエドゥアルド君から卓話を頂きます。19日は納涼会、26日は青木
誠君より卓話を頂きます。

高橋孝行 S・A・A
第2例会はガバナー公式訪問ということで、松花堂
弁当を考えております。

2020年より国内で猛威を振るい続け
る新型コロナウイルスは、RCの運営に大
きな影響を及ぼし、
当郡山RCも例外では
ありませんでした。一昨年度の関根パスト
会長年度には3月末例会から4・5月まで例会が休会となり、昨年度の池
田パスト会長年度では5月、全部の例会が休会になるなど、
ロータリーが
一番に大切にしなければならない例会運営がままならない状況が続きま
した。私の年度はどういう風なスタートを切って、
どういう風な前半を進む
のかなという考えでおりましたが、福島県内に於いては非常事態宣言も
解けて、
ある程度感染者数も減って来たというのを鑑みて、
これはやって
やるぞということで郡山RCの真骨頂である親睦をメインに一生懸命頑
張らさせて頂こうと思っておりました。私の趣味は釣りで、釣りの中でもフ
ライフィッシングです。阿部幹事も同じ釣りの趣味で、私と阿部幹事は青
年会議所時代から夜の会合が終わった時に、阿部幹事には「酒は飲
むなよ、俺は飲むけど、
そのまま釣りに行くぞ」
ということで奥日光に夜な
夜な出かけて行ったのが何回もございました。
好きになったもう一つの理由が、僕の大好きな小説家開高健も59歳で亡
くなったんですね。
その方が書いた一文に「たゆたえど沈まず」
という言
葉があります。人生というのは沈んだりしても底までは行っちゃ駄目です
よ、絶対に沈まないように一生懸命生きましょうという言葉がございます。
フライフィッシングというのも水面の上に毛ばりを置いて、下から魚が上が
ってきて食いつく瞬間が見れるというのが物凄く楽しいんです。魚の気
持ちになってみれば、水面にいる虫を下から見る光景というのはどんなも
のかなというのがあって、僕は一度見たいなと思っていますが、郡山RC
のエレクト、
そして会長を今日から拝命するにあたって、
クラブの中に入
れば入る程クラブの良さが分かったり、水面上の明るい綺麗な色が分
かったりというのが物凄く今感じています。本当は今日この所信を発表す
る時に声が上がってしまうと思いましたが、逆に挨拶するのが益々大好
きになってしまいまして、
とある先輩からからも言われましたが「会長たる
もの、
てらった話を洒落のように打ってはいかん。
きっちり会を進めるのが
会長の仕事であって、例会が一番郡山RCは大事なんだから、
それを第
一義として考えろ」
という話を頂きました。今年度の第2530地区の志賀
利彦ガバナーの運営方針・目的は、
どうしても会員増強を第一次的に挙
げています。
その次にあるのは、会員増強をして参加者基盤を拡げて、
そして奉仕活動をみんなで行いましょうという方針になって行くのかなと
思います。郡山RCというのは、昔から100名前後の会員数が適正人数
である。一番大事にしなくちゃならないのは職業奉仕。職業の奉仕という
のは例会で参集した会員の皆様が、親睦を図って色々学び気づいたこ
とを自分の仕事場或いは家庭、周りの生活環境に持ち帰って、
そこで個
人が奉仕する、
これが一番大事なロータリアンの考えであって、決議
23-34というのがあります。
それを頑なに守っていく郡山RCというのを僕
は物凄く大事にしたいし、
それを皆様の後世に継いでいきたいなと思っ
ています。将来どういう方々が入って来るか分かりませんが、1年1年を大
切にして郡山RCで一生懸命皆様の親睦の活動をしている笑顔を拝見
したいと思いますので、1年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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総員／98名 出席／57名 欠席／41名
出席率／58.16％ 前回修正率／100％
他クラブ出席／0名
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大 黒 屋
部

阿部充宏 幹事

出席報告

次回

有限会社 郡山銘菓庵

☎ 932 3517

福島佳之 会長

福島会長と共に一生懸命頑張りますので、宜しくお
願い致します。

山口松之進 委員長

阿

クラブ運営方針

幹事挨拶

プログラム委員会報告

代表取締役社長

例会場：郡山ビューホテルアネックス ＴＥＬ．
０２４-９３９-１１１１ 例会日：木曜日

取締役社長

小野屋

阿

部

和

博
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