
◎新役員理事・委員長の皆様、そして会員の皆
様、1年間お世話になります。　　　 福島佳之君

　皆さん、今日は。先ほど新旧役員理事会を開催さ
せて頂きました。第2530地区の直前ガバナー石黒
秀司さんでしたが、その年度にコロナ感染拡大によ
るスリランカ学友会へのご協力のお願いが参ってお
ります。各会員の皆様の献金を募って2530地区へ支出していきたい
と思っています。頂いたお金で医療機器を揃えたいと言う事です。私
のお客様で飲食業をしている方が何名かおり、仕事上協力金を貰い
たいから教えてくれということで連絡が来ます。郡山市と福島県で協
力金が出ます。締め切りは7月30日の消印までですから、間に合うよう
手続きをして下さい。過去に読んだ本の中で「夜と霧」という本があり
ますが、ナチスの強制収容所に投獄されていた1年近くの期間の中
のお話を小説にしたものです。その中の一節に「人間の苦悩は期待
の塊のようなもの。ある空間に注入された一定量の気体のようなもの
だ。それと同じように苦悩は大きくても小さくても人間の魂に、人間の意
思に行き渡る。だから逆にほんの小さなことも大きな喜びとなりうるの
だ」というものです。これからオリンピックが賛否両論の中始まろうとし
てますが、どういった大会になるのかそれを見て喜びを感じられるの
か分かりませんが、今の喜びは大谷翔平さんが大リーグで活躍して
いる姿を見て、勇気を貰ったり日本人で良かったなと思った方も多い
でしょう。血液型はＢ型らしいですが、Ｂ型の人間は凄い人間が多い
んだなと感じましたが、私もＢ型です。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　東京RCの「奉仕の道100年」という記念誌が届い
ております。1冊しかありませんので、ご覧になりたい方
は事務局に置いておきますので宜しくお願いします。

幹事報告

役員・理事・各委員長就任挨拶

阿部充宏 幹事

　関根年度に会長ということで承認頂きまして、ま
だ2年半あるなと思っておったら、やっぱりエレクトの
挨拶をする日がやって参りまして、歴代の会長のよう
にしっかりできるかというとできないなと思いますし、
ただ親睦に関しましては大変自信があります。ただロータリアンとして
の知識に欠けているものですから、諸先輩のご指導を頂きながら福
島さんの背中をよく見て、1年間頑張って参りたいなと思います。1年
間宜しくお願い致します。

佐藤尚宏 会長エレクト

　担当はクラブ奉仕の位置ということで、沢山予算
を頂きましたので、その中で殆ど親睦活動委員会に
行きます、大事なお金をお預かりしましたので、粛々
と執行して綺麗に執行できるように各委員長さんと
よく話し合いながら、そして副委員長さんと三位一体となって一つ一
つのクラブを運営していきながら1年間しっかり勉強させて頂きたいと
思います。是非皆さんのご協力を宜しくお願いしたいと思います。

菅野秀士 副会長理事

　昨年度の決算をお認め頂きましてありがとうござ
いました。昨年度は少ない親睦の時間でしたから、
是非今年度は沢山の会員の皆様と沢山の時間を
共有して、親睦を深めて頂きたいなと思っています。
直前会長が理事という役職になるわけですが、この理事には委員

池田達哉 理事

　職業奉仕はRCの金看板と言われております。
他の奉仕団体と一番違うのがこの職業奉仕、こ
の職業奉仕を県内の中でもトップに標榜している
のが我々郡山RCだと思います。職業奉仕というのは、職業を通し
て奉仕するということだと言うんですが、私はちょっと違うと思うん
ですね。そのヒントはロータリーの目的の2番目に書かれておりま
す。「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値の
あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の
職業を高潔なものをすること」ということです。職業奉仕というのは
集団ではなくて、これを標榜することによって皆さんお一人お一人
の仕事が磨かれて、高潔なものにしていこうという風な考え方なん
だと思うんです。その為に我々は例会に集まり、会員同士で時に
は師となり時には弟子となり、親睦を深める必要があるわけなんで
すね。是非楽しい職場訪問を皆さんと機会を作りますので、実行
して参りたいと思っております。1年間宜しくお願いします。

遠藤友紀晴 職業奉仕理事・委員長

　国際奉仕は規模が大きいテーマになっており
ますので、このクラブでもなかなか考えはするけれ
ど手を出すことは難しいかなと思っています。まだ
地球上には紛争が絶えませんし、飢餓もあるし、新型コロナウイル
ス感染症が蔓延しているということもあって、一番苦労しているの
は高齢者・女性・子供という社会的弱者なんだと思うんですね。そ
ういう人達に何ができるのかということだけでも皆さんと共に考え
て、奉仕の心を育んで行きたいと思っています。ポリオ撲滅や新型
コロナウイルスなど、苦しんでいる人達は沢山いるんだろうと思い
ますが、我 も々少しでも援助を差し伸べたいなと思いますので、1
年間宜しくお願い致します。

太田　宏 国際奉仕理事・委員長

　青少年に対して奉仕の心を伝えていくというの
が本来の役割だと思うんですけど、現下の情勢
では難しいと思っておりまして、できることであれ
ば本当に子供が困っているのであれば、何とかお手伝いできるよ
うなことをしたいと思っております。それも当クラブの基本方針など
も踏まえながら、皆様のご賛同を得て進めて行きたいと思っており
ますので、1年間宜しくお願いします。

平松敏郎 青少年奉仕理事・委員長

　副幹事は来年度の為の勉強だと思っています
が、今年の会長と幹事を見ていますと、今日も会
長・幹事は半分も食べていない感じです。先週は
ガバナー公式訪問でバタバタしてまして、一番最初は会長が鐘を
鳴らす時に幹事がいなかったんですね。その様子を見ると、来年
私もああいう風になるのかなと凄く心配になって来ています。今年
は阿部幹事の背中を見て一生懸命頑張って参りますので、1年
間宜しくお願いします。

橋本　勝 副幹事

　最終的には会長や皆様から「高橋のS・A・A
で良かったよ」と言われるようなS・A・Aになりたい
と思っております。郡山RCの歴史と伝統ある例
会を司る者として、しっかりと1年間皆様にご奉仕して参りたいと
思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

高橋孝行 S・A・A

　高橋S・A・Aはネクタイを着用しておりまして、私
はネクタイ着用をしませんでした。やはり自分の役
割を高潔なものにするという意味では、高橋S・A・
Aの影を三歩下がって踏まないようにして、またご指導を仰ぎながら
1年間務めて参りますので、皆さんのご指導を宜しくお願いします。

丸山　弘 副S・A・A

　昨年度はロータリー情報委員会でしたので、月
初に四つのテストをさせて頂きましたが、今年は
一番最後に出席の数を報告させて頂くという貴
重な役職を頂きまして、誠にありがとうございます。前回修正率を
報告しますが、これは前回の出席から1週間の間にメーキャップさ
れた方とかそういったものを含めた修正率になります。出席して頂
くことが皆さんの親睦を高める第一歩だと思います。今年もこぞっ
て出席して頂ければと思います。宜しくお願いします。

佐藤　聡 出席委員長

　今年1年クラブ会報委員会と致しましては、会
長方針にもあります和の実勢に寄与できますよう、
委員会メンバー一丸となってしっかりと例会の内
容を正確にお伝えできるように努めて参りたいと思っておりますの
で、1年間ご指導の程宜しくお願いしたいと思います。

伊野泰司 クラブ会報委員長

　会長始め役員理事の皆様のお話を聞いてま
すと、この親睦が非常に要だということでハードル
を上げられてまして、これから色々大変なんだろう
なと、だけど楽しんで行こうという気持ちにさせて頂きました。この
コロナ禍で関係が希薄になっている中、改めて親睦がこのロータ
リーには非常に重要なんだなというのを感じています。福島会長
には1年終わる頃に「お前を親睦委員長にして良かった」という一
言が聞けるように、福島会長の意向として新しい試みをやって参
りたいと思いますので、和の心を持って多くの微笑みを増やすとい
うことで、是非皆さんのご協力の程宜しくお願いします。

二瓶健一 親睦活動委員長

総員／98名　出席／54名　欠席／44名
出席率／55.10％　前回修正率／59.52％
他クラブ出席／0名

出席報告 佐藤　聡 委員長

　収入の部で今年度予算が28,318,040円に対し
まして、執行額が31,173,435円と2,855,395円増となっております。ガ
バナー輩出年度ということもあり、例年の倍以上のご協力を頂いてお
ります。また新しい生活様式を取り入れた会議・会合等開催支援補
助金ということで1つの会議に対して50,000円ずつの補助金が与え
られます。16回の会議に対して申請を致しまして補助金を獲得して
おります。支出の部は、執行額が26,712,536円で、例会事業等の中
止、各委員会が開催されなかったということ、これらを合わせまして次
年度繰越が4,460,899円になっております。（拍手・承認）

クラブ総会2020～2021年度
決算会計報告

佐藤政弘 前年度幹事

　収入の部が28,627,399円の予算を立てさせて
頂き、執行して行きたいと思っております。繰越金は
4,460,899円という貴重な沢山のお金を頂戴してスタートします。（拍
手・承認）

　笑顔にて和の実践をしながら皆様にニコニコ笑顔を届けて、1年
間頑張って参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

2021～2022年度予算（案）の件
福島佳之 会長

ニコニコＢＯＸ委員会報告・
就任挨拶

宮川雄次 委員長〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11
郡山虎丸町第一生命ビル３階

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832

◎今日も出席ありがとうございます。 阿部充宏君
◎前年度の決算報告、宜しくお願いします。 佐藤政弘君
◎今年度クラブ奉仕委員長と務めます。宜しくお願い致します。
 菅野秀士君
◎改めまして福島会長、阿部幹事、1年間宜しくお願い致します。また
皆様、親睦委員会1年間宜しくお願いします。 二瓶健一君

◎クラブ会報が先週よりスタート致しましたが、1年間どうぞ宜しくお願
いします。 伊野泰司君

◎本年度出席委員長と務めます。1年間宜しくお願いします。
 佐藤　聡君
◎「水國」のうなぎは再来週だそうですが、今から楽しみ！なお、本年
度は環境保全委員会をやります。 湯浅大郎君

◎新年度初めてです。申し訳ありません。オリンピックやります。
 前田泰彦君
◎本日も宜しくお願いします。 成田英樹君、大山勇起君
◎ゴンザレス君、試験中です。今日は英語、明日はエクセル、19日レ
ストラン概論、20日英会話、21日ブライダル概論。8月5日卓話お願
いしてあります。 初瀬照夫君

◎大腸の病気で10日間ほど入院し、例会欠席で失礼致しました。体
調回復し、本日から復帰致しました。お見舞い頂き、ありがとうござ
いました。 竹谷金浩君

◎今週もニコニコＢＯＸご協力、ありがとうございます。 宮川雄次君

米山奨学生
ゴンザレス マルティン エドゥアルド氏

次 回 第５回例会
令和3年8月5日㈭
ゲスト卓話

会にはどこにも属してないので、どこかの委員会で私と一緒にお酒を
飲みたいという方がいらっしゃったら、是非委員会にご紹介を頂けれ
ば会費は払いますので、親睦を深めていきたいなと思っております。
今年1年また宜しくお願い致します。
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ど手を出すことは難しいかなと思っています。まだ
地球上には紛争が絶えませんし、飢餓もあるし、新型コロナウイル
ス感染症が蔓延しているということもあって、一番苦労しているの
は高齢者・女性・子供という社会的弱者なんだと思うんですね。そ
ういう人達に何ができるのかということだけでも皆さんと共に考え
て、奉仕の心を育んで行きたいと思っています。ポリオ撲滅や新型
コロナウイルスなど、苦しんでいる人達は沢山いるんだろうと思い
ますが、我 も々少しでも援助を差し伸べたいなと思いますので、1
年間宜しくお願い致します。

太田　宏 国際奉仕理事・委員長

　青少年に対して奉仕の心を伝えていくというの
が本来の役割だと思うんですけど、現下の情勢
では難しいと思っておりまして、できることであれ
ば本当に子供が困っているのであれば、何とかお手伝いできるよ
うなことをしたいと思っております。それも当クラブの基本方針など
も踏まえながら、皆様のご賛同を得て進めて行きたいと思っており
ますので、1年間宜しくお願いします。

平松敏郎 青少年奉仕理事・委員長

　副幹事は来年度の為の勉強だと思っています
が、今年の会長と幹事を見ていますと、今日も会
長・幹事は半分も食べていない感じです。先週は
ガバナー公式訪問でバタバタしてまして、一番最初は会長が鐘を
鳴らす時に幹事がいなかったんですね。その様子を見ると、来年
私もああいう風になるのかなと凄く心配になって来ています。今年
は阿部幹事の背中を見て一生懸命頑張って参りますので、1年
間宜しくお願いします。

橋本　勝 副幹事

　最終的には会長や皆様から「高橋のS・A・A
で良かったよ」と言われるようなS・A・Aになりたい
と思っております。郡山RCの歴史と伝統ある例
会を司る者として、しっかりと1年間皆様にご奉仕して参りたいと
思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

高橋孝行 S・A・A

　高橋S・A・Aはネクタイを着用しておりまして、私
はネクタイ着用をしませんでした。やはり自分の役
割を高潔なものにするという意味では、高橋S・A・
Aの影を三歩下がって踏まないようにして、またご指導を仰ぎながら
1年間務めて参りますので、皆さんのご指導を宜しくお願いします。

丸山　弘 副S・A・A

　昨年度はロータリー情報委員会でしたので、月
初に四つのテストをさせて頂きましたが、今年は
一番最後に出席の数を報告させて頂くという貴
重な役職を頂きまして、誠にありがとうございます。前回修正率を
報告しますが、これは前回の出席から1週間の間にメーキャップさ
れた方とかそういったものを含めた修正率になります。出席して頂
くことが皆さんの親睦を高める第一歩だと思います。今年もこぞっ
て出席して頂ければと思います。宜しくお願いします。

佐藤　聡 出席委員長

　今年1年クラブ会報委員会と致しましては、会
長方針にもあります和の実勢に寄与できますよう、
委員会メンバー一丸となってしっかりと例会の内
容を正確にお伝えできるように努めて参りたいと思っておりますの
で、1年間ご指導の程宜しくお願いしたいと思います。

伊野泰司 クラブ会報委員長

　会長始め役員理事の皆様のお話を聞いてま
すと、この親睦が非常に要だということでハードル
を上げられてまして、これから色々大変なんだろう
なと、だけど楽しんで行こうという気持ちにさせて頂きました。この
コロナ禍で関係が希薄になっている中、改めて親睦がこのロータ
リーには非常に重要なんだなというのを感じています。福島会長
には1年終わる頃に「お前を親睦委員長にして良かった」という一
言が聞けるように、福島会長の意向として新しい試みをやって参
りたいと思いますので、和の心を持って多くの微笑みを増やすとい
うことで、是非皆さんのご協力の程宜しくお願いします。

二瓶健一 親睦活動委員長

総員／98名　出席／54名　欠席／44名
出席率／55.10％　前回修正率／59.52％
他クラブ出席／0名

出席報告 佐藤　聡 委員長

　収入の部で今年度予算が28,318,040円に対し
まして、執行額が31,173,435円と2,855,395円増となっております。ガ
バナー輩出年度ということもあり、例年の倍以上のご協力を頂いてお
ります。また新しい生活様式を取り入れた会議・会合等開催支援補
助金ということで1つの会議に対して50,000円ずつの補助金が与え
られます。16回の会議に対して申請を致しまして補助金を獲得して
おります。支出の部は、執行額が26,712,536円で、例会事業等の中
止、各委員会が開催されなかったということ、これらを合わせまして次
年度繰越が4,460,899円になっております。（拍手・承認）

クラブ総会2020～2021年度
決算会計報告

佐藤政弘 前年度幹事

　収入の部が28,627,399円の予算を立てさせて
頂き、執行して行きたいと思っております。繰越金は
4,460,899円という貴重な沢山のお金を頂戴してスタートします。（拍
手・承認）

　笑顔にて和の実践をしながら皆様にニコニコ笑顔を届けて、1年
間頑張って参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

2021～2022年度予算（案）の件
福島佳之 会長

ニコニコＢＯＸ委員会報告・
就任挨拶

宮川雄次 委員長〒963‒8005  郡山市清水台 2‒5‒3

有限会社 銀座美容室
代表取締役 池　田　達　哉

☎ 932‒1171　　932‒1194

〒963‒8014 郡山市虎丸町2‒11
郡山虎丸町第一生命ビル３階

福島テレビ 株式会社
郡山総支社長 鈴　木　　稔

☎ 931‒8000　　934‒4832

◎今日も出席ありがとうございます。 阿部充宏君
◎前年度の決算報告、宜しくお願いします。 佐藤政弘君
◎今年度クラブ奉仕委員長と務めます。宜しくお願い致します。
 菅野秀士君
◎改めまして福島会長、阿部幹事、1年間宜しくお願い致します。また
皆様、親睦委員会1年間宜しくお願いします。 二瓶健一君

◎クラブ会報が先週よりスタート致しましたが、1年間どうぞ宜しくお願
いします。 伊野泰司君

◎本年度出席委員長と務めます。1年間宜しくお願いします。
 佐藤　聡君
◎「水國」のうなぎは再来週だそうですが、今から楽しみ！なお、本年
度は環境保全委員会をやります。 湯浅大郎君

◎新年度初めてです。申し訳ありません。オリンピックやります。
 前田泰彦君
◎本日も宜しくお願いします。 成田英樹君、大山勇起君
◎ゴンザレス君、試験中です。今日は英語、明日はエクセル、19日レ
ストラン概論、20日英会話、21日ブライダル概論。8月5日卓話お願
いしてあります。 初瀬照夫君

◎大腸の病気で10日間ほど入院し、例会欠席で失礼致しました。体
調回復し、本日から復帰致しました。お見舞い頂き、ありがとうござ
いました。 竹谷金浩君

◎今週もニコニコＢＯＸご協力、ありがとうございます。 宮川雄次君

米山奨学生
ゴンザレス マルティン エドゥアルド氏

次 回 第５回例会
令和3年8月5日㈭
ゲスト卓話

会にはどこにも属してないので、どこかの委員会で私と一緒にお酒を
飲みたいという方がいらっしゃったら、是非委員会にご紹介を頂けれ
ば会費は払いますので、親睦を深めていきたいなと思っております。
今年1年また宜しくお願い致します。


