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第4回
会長挨拶

2021年７月29日

福島佳之 会長

皆さん、
こんにちは。会長挨拶の前に残念な
お知らせをしなければなりません当クラブ会員
の菊池章治様が、6月21日にお亡くなりになっ
ていたそうです。それを知ったのは一昨日の7月27日に、
ご遺
族の方から事務局に電話があって私の方に連絡が入って参
りました。
ご冥福をお祈りして黙祷を捧げたいと思います。
昨日のニュースですとコロナ感染者が福島県内で80名、郡
山市が24名という報道がありました。東京オリンピック2020が
始まりました。賛否両論ありますが、やっぱり見ちゃいますよね。
全然わからなくても見ちゃうというのがオリンピックだと思います
が、一番びっくりした競技がスケートボードのストリート競技でし
た。今回色んな方がメダルを取られてお話しなさった優勝の喜
びの言葉で記憶に残っているのは、堀米さんとソフトボールの
上野さんです。堀米さんは「本当に嬉しいです」
とシンプルな
一言を最初に言いました。上野さんは「13年という年月を経
て、最後に諦めなければ夢を叶うということを沢山の方に伝え
られたと思う」
というお話をなさっていました。素晴らしい言葉だ
なと思いましたが、私はふと悩みました。
自分の夢ってなんだろ
うと。皆様はお仕事上の夢は色々あるかと思いますが、何か一
つに打ち込んで叶えたいという夢を持っている人間というのは
素晴らしいな、
そういう言葉が素直に出てくるんだなと深く感銘
しました。私は今年度郡山RCの会長ですので、皆様例会に
参加して頂いて、嬉しかったとか、夢が叶えられるような話が
聞けたとか、そういうような例会を設営して行きますことをお約
束申し上げます。

新会員紹介

新城義雄君

七海重貴さんをご紹介します。職業分類は
地方銀行。お生まれは昭和36年、地元の安積
高 校を卒 業 、昭 和 5 9 年 3月に立 教 大 学を卒
業、4月に東邦銀行に入社、現在に至っております。
ご家族は
奥様と長女のお二人です。趣味はゴルフです。

新入会員挨拶

㈱東邦銀行郡山営業部
常務取締役郡山営業部長

七海重貴君

この度は歴史と伝統のございます郡山RC
への入会をご承認頂きまして、誠にありがとう
ございます。微力ではございますが、
ロータリー
活動を通しまして地域貢献に努めて参りたいと強く考えており
ますので、会員の皆様には引き続きご支援ご指導の程、宜しく
お願い申し上げます。
所 属 親睦活動委員会
推薦人 鈴木正晃君、新城義雄君

幹事報告

阿部充宏 幹事

本日も例会への出席ありがとうございます。
鰻
はいかがだったでしょうか。

親睦活動委員会報告

二瓶健一 委員長

8月11日のボウリング大会ですが、
コロナの関
係でも、何とか行いたいと思ってはおりますが、
現時点では開催の方向です。5時開始で、バスも4時20発で予
定しています、8月5日が申込締切です。宜しくお願いします。

ニコニコＢＯＸ委員会報告

阿部充宏 幹事

◎役員・理事・委員長の皆様、今年1年宜しくお
願いします。
福島佳之君、阿部充宏君
◎会員増強委員会です。1年間宜しくお願い致します。
鈴木正晃君
◎1カ月以上前から「水國」の鰻を楽しみにしていたのに…
（涙）。昨日、松屋の鰻重（850円）
を頂きましたが、今日はそれ
よりもウマイのでしょうか?
湯浅大郎君
◎本日もよろしくお願いします。
成田英樹君、大山勇起君
◎ビューホテルの鰻、大変美味しかったです。
ご馳走様でした。
初瀬照夫君
◎美味しい鰻、
ありがとう。
ビューホテルアネックスさん!
高橋孝行君

役員・理事・委員長就任挨拶
林

誠 社会奉仕理事・委員長

社会奉仕理事を務めます林
間宜しくお願い致します。

誠です。1年

山口松之進 プログラム委員長
会長と色々方針を確認して、本年度はゲス
ト卓話に関しては多様性ということで、色んな
業界で活躍をされる方をお呼びして卓話を聞
きたいということで、8月1週目は米山のゴンザレス君、9月は日
銀福島支店長の植田さんを予定しております。
その他、新規事業とか他団体で活躍されている会員の皆様
がいらっしゃいますので、
その方にお声がけしてご協力頂きな
がら、親睦と職業奉仕に繋がる例会にして参りたいと思います
ので、1年間どうぞ宜しくお願い致します。

中原喜範 米山記念奨学会委員長
当クラブでも現在スペイン国籍のゴンザレス
マルティン エドゥアルド君を世話クラブとしてお
預かりし、
カウンセラーを初瀬照夫さんにお願
いしているところです。8月5日にはエドゥアルド君に卓話をお願
いしております。又会員の皆様には米山奨学会の事業に対し
てご理解を頂き、留学生支援のため普通寄付お一人5,000
円、特別寄付お一人10,000円を目標としたいと思います。何
卒宜しくお願い致します。
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幹事：阿部 充宏

幕田宙晃 広報委員長
広報委員長としましては会長方針に則りな
がら、
このクラブの情報発信をHPをメインに行
っていきたいなと思っております。そんな中、昨
年に引き続きSNSを使って皆さんに有意義になる情報も発信
していきたいと思ってますので、Facebookをやっている方、申
請して頂ければFacebookに入れるようにしますので、宜しくお
願いします。
また、マイロータリーで推奨しているロータリーの情
報発信を、そちらの入会の推進も行っていきますので宜しくお
願いします。

神山英司 職業分類委員長
うちのクラブの定款によると8月31日までに職
業調査をするようにとなっているんですね。初
めて私は分かりました。当クラブの職業調査を
考えた時に、当クラブで相応しい職業って何なんだろうというこ
とを調査することです。今大体充分だなと思っているんですけ
ど、残されているのはIT関係のアマゾンとかグーグルとか、
こう
いう人達が入ってくれると一番いいなと思っている次第です。
もう一つ、
ロータリアンの身分というのはあくまで個人です。改め
て心の中に入れて頂きたい。
どんなに立派な会社の人でも、人
格が駄目では駄目です。そこの辺のところも改めて皆さんの心
に落として頂ければ幸いだなと思っております。

新城義雄 会員選考委員長
郡山RCは品格あるクラブを目指しておりま
す。ですから会員選 考に当たっては、その品
格の理念を基本として会員を選考して参るわ
けです。ただ誰でも最初から品格を求めることではなく、郡山
RCに入会をして頂いて郡山RCの中で活動することによって
品格が上がって来るのではないだろうか、
そのような形を考え
てみたいと思います。宜しくお願い致します。

鈴木正晃 会員増強委員長
今年度、福島会長の会員数増加の会長方
針としまして、会員数は100名以上の維持、そ
して特に次代を繋ぐ若い会員の入会を促すと
いうものです。会員増強委員会としましても、会員選考委員会
そして職業分類委員会と連携し、福島会長の会長方針に従
えるように1年間活動して行きたいと思います。
また去年も行い
ました会員紹介を今年も行いたいと思いますので、会員の皆
様の推薦そしてご協力を宜しくお願い致します。

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

ナの関係でホームミーティングを開催できませんでした。85周
年のパスト会長座談会で、それぞれのパスト会長が入会され
た当時に教えてくれる方がいたという話を聞いて、そういう役
割もロータリー情報委員会で多少担っていければと思っており
ます。
ロータリー未来形成委員会というところで、地区を輩出す
るような提案が今度の審議委員会で出るということを聞いてお
りますが、
そういったことを含めてもマイロータリーを活用して頂
いて、情報を集められるようなところにしたいなと思っておりま
す。宜しくお願い致します。

湯浅大郎 環境保全委員長
今年は鰻の稚魚が昨年等に比べるとシラ
ス入が安定しているということが報道されてい
ます。
これは何故なのかなということを環境のこ
とを考えるきっかけにしていければと思っています。実は環境
って凄く難しくて、地球温暖化防止って簡単に言いますけれ
ど、代替エネルギーの推進ということは開発を伴い、風力発
電・バイオマス・太陽光全て環境負荷を高める部分もあります
ので、一律に良いという話にはならない。だからといって単純に
反対すると、ベースロードとしての原発に頼っていくしかないだ
ろうというような極論にもすり替えられかねないというような、非
常に難しいところであると思います。団体として何が反対とか
何をやろうとかということではなくて、一人一人がこの郡山とい
うことをきっちりと踏まえて、今こういう計画が進んでいるけれど
本当にそのままでいいのかといったことを考えていくことが大
切なのかなと思っております。本年1年間どうぞ宜しくお願い致
します。

鈴木禎夫 ロータリー財団委員長
今年の財団の目標は、石黒ガバナーを輩出
した次の年に大きく寄付金を下げるわけには
いかないわけです。継続してやりたいと思いま
す。今年1年は気持ちよくニコニコと皆様と接し、
メニューは梅・
竹・松とあります。
どれがいいかと言っても、皆さんの好きなメニ
ューを選んで頂ければいいと思います。但し寄付金はどれも
100ドルであります。気持ちが梅・竹・松になれるという、あなた
次第です。そして今回は集めるということも大切なんですが、
使うということにも挑戦したいなと思っておりますので、皆様の
ご協力をお願いしたいと思います。宜しくお願いします。

出席報告

矢部浩樹 副委員長

総員／98名 出席／58名 欠席／40名
出席率／59.18％ 前回修正率／65.48％
他クラブ出席／5名

高橋裕一 ロータリー情報委員長
品格のある新城会員選考委員長が許可を
出した方に対して、
ホームミーティングを開催し
たいと思っております。
この2年間、台風やコロ
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