
◎エドゥアルド君の卓話を楽しみにしてます。
　　　　　　　　福島佳之君、阿部充宏君
◎本日、ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド君、卓話します。
 中原喜範君
◎ゴンザレスさん（ゴンちゃん）の卓話に期待します。
 湯浅大郎君、高橋裕一君
◎東京オリンピック後半、日本選手団の皆さん、益々の活躍をお
祈りしています。ゴンザレス君のお話を楽しみにしています。
 大木勝浩君、宮川雄次君
◎宜しくお願い致します。 大山勇起君
◎オリンピック福島会場警備、無事終了致しました。引き続きオ
リンピック・パラリンピックをお楽しみ下さい。 前田泰彦君
◎福島南RCで佐藤佶（ただし）さんの「バッジは見ている」の
本を出しました。参考にして下さい。 初瀬照夫君

　皆さん、今日は。8月度の役員理事会が先ほ
ど終わりました。猪苗代湖の漂着水草回収活
動のご依頼が来ております。昨年度か今年か
ら主体する団体が変わっており、主催が特定非営利活動法
人輝く猪苗代湖をつくる県民会議ということで、ロータリーとし
て名前が上がるのは共催で猪苗代RC、そして後援が国際
RC第2530地区という形になります。参加依頼が猪苗代RCか
ら参っておりますので、参加できる方は事務局へ申し出下さ
い。協賛金と会費の納入の件ですが、今まで払っていた会費
だから払ってもよいというスタンスではなくて、その会の決算あ
るいは事業活動等をしっかり吟味してから審議事項に出し
て、役員理事会を進めさせて頂きたいと思います。
　まん延防止特別措置が8月8日から8月いっぱいまで出され
る予定です。まだ最終的な決定がなされてないようですので、
明日以降の新聞報道を確認していきたいなと思っております。
役員理事会で否決された案件があります。今年度、国際ロー
タリー会長のシェカール・メーターさんが提唱している事業の一
つに、「ロータリー奉仕デーを設けて各ロータリアンが事業を行
って下さい」「会長主催会議への出席を計画しましょう」という
のがあります。会長主催会議というのを今年やるそうです。ロ
ータリー奉仕デーですが、今年度の志賀ガバナーも地区の活
動運営方針、そして地区の活動目標にこの項目を入れており
ます。当クラブとしても、会長指針で「郡山RCにふさわしいロ
ータリー奉仕デーの事業を展開するために、役員理事の方々
とご相談して実行する」ということを、郡山RCとしてふさわしい
ロータリー奉仕デーを実行するということをお約束して、また皆
様でご協議頂いてから実行に移したいと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　8月12日㈭はお盆のため休会となります。8月
19日は6時からガーデンレストランサララに変更
になりますので、宜しくお願いします。ロータリーレ
ートは8月から1ドル110円となります。

幹事報告 阿部充宏 幹事

　昨年度の85周年実行委員会からですが、
昨年度郡山RC創立85周年記念事業としまし
て行われました、パスト会長座談会の座談会
録が完成致しました。郡山RCの在り方や、当時の会長の熱い
思いが沢山語られております。是非じっくりと読んで頂ければ
幸いです。

佐藤政弘 前幹事

奨学金贈呈

　今は緊張してますけれど、今日の発
表は全力で頑張ります。ありがとうござ
いました。

ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド君

プログラム紹介

　本日は米山奨学生のゴンザレス・マルティン・
エドゥアルド君です。どうぞ楽しんで頂ければと
思います。

山口松之進 委員長

　本日は当クラブでお預かりしております米山
奨学生の、ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド
君に卓話を頂戴します。初瀬さんがカウンセラ
ーとなっておりますので、初瀬さんよりカウンセラーとしての内容
と、エド君のご紹介とエド君の卓話となります。

中原喜範 米山記念奨学会委員長

　エド君は22歳、お住まいは大槻のカインズホ
ームの近くに住んでいるそうです。エド君は鼻
が高くてかっこいいですよね。

初瀬照夫君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　6日／綾　哲志君 　9日／大島勝利君
11日／國津一洋君 17日／伊野泰司君
19日／高橋裕一君 23日／渡邊邦浩君

8月誕生日祝い

21日／酒井良胤君 31日／橋本謙一君
8月結婚記念日祝い

　今年度は出来る限り皆様に役に立つ内容
をご紹介させて頂き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。
　「ロータリーの友」8月号を紹介いたします。
横組　　4頁　2020年7月までに会員数を130万人に増やす
　　　　7頁　新クラブ結成推進月間
　　　20頁　日本のロータリー100周年を祝う会
縦組　　4頁　第2570地区渋沢栄一の精神を受け継ぐ
　　　19頁　私の宝物

雑誌委員会報告・就任挨拶
有賀隆宏 委員長

　スペイン人の名前はとても長いと
言われています。なぜかというと、お
父さん・お母さん・祖父・祖母の姓を取り入れるからです。ゴン
ザレスはお父さんから、マルティンはお母さんからきました。私
の生まれた所は、日本語で本物のリンゴという意味の、とても小
さい村で8,000人しかいません。この村では18年住んでいまし
た。最後の1年はイビサの島に住んでいました。イビサは毎年
たくさんの外国人が旅行に来ます。日本人もイビサに住んでい
ます。だから日本に興味がわきました。イベリア半島は3つの国
があります。スペイン・ポルトガル・アンドラです。アンドラはとても
小さい国です。国民は8万人しかいません。ポルトガルは1,000
万人です。スペインは4,700万人です。スペインの色々な言語
についてですが、まずはガリエ語です。私のお父さんの母国語
です。次はエスケラ語です。この言語が難しくて何も分かりま
せん。あとはカタラン語です。1割しか分かりません。スペインは
アフリカの近くにありますし、アフリカから色々な方が来ますの
で、スペインの大学でアラビア語とアフリカの色々な言語を教え
られています。最後はスペイン語。全世界中でスペイン語を話
せます。21カ国がスペイン語を話せます。数えれば5億8,000万
人がスペイン語を話せます。世界で最も広く話されている言語
は中国語、2番目はスペイン語、3番目は英語です。だからスペ
イン語はとても大事な言語だと思います。ヨーロッパの中でも日
本とはそれほど関わり合いが強くないスペイン。スペイン人のイ
メージは明るい、陽気であるなどポジティブイメージのものが多
いと思います。そのようなスペイン人をスタッフとして採用する
必要がある場合、そもそもスペイン人がどのような働き方をする

ゲスト卓話
米山奨学生
ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド氏

のか知る必要があると言えます。スペイン人の特長の一つは、
万人に対する共感力が高いことです。スペイン人は少し顔を
知っている程度の間柄の人に対しても感情を共有します。相
手が喜んでいるときは自分も喜び、相手が悲しんでいれば悲し
みを感じます。更に友人同士ではまるで家族のように感情を分
かち合っており、日本人と比べるとスペイン人は感情の共有を
よく行うために、一緒に働けば職場を明るくしてくれる存在にな
ります。実はお母さんとお姉さんがいますけど、8年間ぐらい会
っていません。お父さんは59歳です。スペインの北で刑務官と
して働いています。お父さんは政府の刑務官として危険な敵
がいます。いつも車の下に爆発物が置いてある可能性があり
ました。子供の頃、学校に連れて行ってくれる時、お父さんはま
ず車に一人で乗って車の調子を確認してから私が乗ります。
お父さんは私の憧れの人です。私の趣味は友達に会って食
べに行って、時々日本語を勉強すること、アニメやドラマを見る
ことです。お父さんは日本のファンですから、私が子供の頃か
ら日本について教えられていました。4年前に新しい生活を始
めたいと思いました。別の文化・言語・日本人について知りたか
った。その時は日本が一番好きな国でしたので、早く自分で新
生活を始めたいと思いました。勿論、お父さんのお陰で私の夢
ができました。日本に来る前に半年ぐらい日本語と日本の文化
を勉強しました。まだ完璧ではありませんけど、毎日頑張ってい
ます。2018年10月に日本に来ました。何も知りませんので、1ケ
月ぐらいずっと迷っていました。英語と日本語が全然話せませ
んでした。でも友達のお陰で、導いてもらいました。この時は
段々日本語を学んで、日本のことをもっと知りたかったです。2
年半前に埼玉の寮に住んでいました。学校は東京にありまし
たので、毎日埼玉から東京へ通って新しいことを見つけまし
た。寮ではヨーロッパ・アメリカ・アフリカ・アジアの留学生と一緒
に住んでいました。みんなは別の国から来て、別の文化・言語・
夢がありますが、みんなは日本が大好きなので、みんなと一緒
に最高の生活を過ごしていました。私は6年間柔道をしてい
て、2019年には東京の講道館で柔道をしていました。練習を
しているうちに素晴らしい人を見ました。何も見えなくて何も聞
こえない何も喋られないけど黒帯になりました。本当にすごかっ
たです。
　私の将来の夢は、専門学校を卒業して日本のために役に
立ちたいです。それを成功するために全力で頑張ります。本日
はご清聴ありがとうございました。

総員／98名　出席／52名　欠席／46名
出席率／53.06％　前回修正率／69.05％
他クラブ出席／3名

出席報告 佐藤　聡 委員長

㈱青木工機
　　　代表取締役　青木　誠君

次 回 第７回例会
令和3年8月26日㈭

会員卓話

〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427
〒963‒8878  郡山市堤下町11‒6

三井住友海上火災保険㈱
福島支店長 大　島　勝　利

☎ 932‒0459　　932‒1764

　8月11日のボウリング大会ですが、1レーン2人ということで感染
対策を十分にしております。皆さん安心してお越し頂ければと思
います。豪華景品を用意しております。8月19日の納涼会です
が、現段階では開催の方向です。非常に大きい会場で、換気・
感染対策等も十分施せると聞いております。9月18日㈯に親睦
ゴルフコンペを予定しております。場所は郡山東都カントリークラ
ブです。振るってのご参加を宜しくお願いします。
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人輝く猪苗代湖をつくる県民会議ということで、ロータリーとし
て名前が上がるのは共催で猪苗代RC、そして後援が国際
RC第2530地区という形になります。参加依頼が猪苗代RCか
ら参っておりますので、参加できる方は事務局へ申し出下さ
い。協賛金と会費の納入の件ですが、今まで払っていた会費
だから払ってもよいというスタンスではなくて、その会の決算あ
るいは事業活動等をしっかり吟味してから審議事項に出し
て、役員理事会を進めさせて頂きたいと思います。
　まん延防止特別措置が8月8日から8月いっぱいまで出され
る予定です。まだ最終的な決定がなされてないようですので、
明日以降の新聞報道を確認していきたいなと思っております。
役員理事会で否決された案件があります。今年度、国際ロー
タリー会長のシェカール・メーターさんが提唱している事業の一
つに、「ロータリー奉仕デーを設けて各ロータリアンが事業を行
って下さい」「会長主催会議への出席を計画しましょう」という
のがあります。会長主催会議というのを今年やるそうです。ロ
ータリー奉仕デーですが、今年度の志賀ガバナーも地区の活
動運営方針、そして地区の活動目標にこの項目を入れており
ます。当クラブとしても、会長指針で「郡山RCにふさわしいロ
ータリー奉仕デーの事業を展開するために、役員理事の方々
とご相談して実行する」ということを、郡山RCとしてふさわしい
ロータリー奉仕デーを実行するということをお約束して、また皆
様でご協議頂いてから実行に移したいと思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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表は全力で頑張ります。ありがとうござ
いました。
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思います。

山口松之進 委員長

　本日は当クラブでお預かりしております米山
奨学生の、ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド
君に卓話を頂戴します。初瀬さんがカウンセラ
ーとなっておりますので、初瀬さんよりカウンセラーとしての内容
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中原喜範 米山記念奨学会委員長

　エド君は22歳、お住まいは大槻のカインズホ
ームの近くに住んでいるそうです。エド君は鼻
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有賀隆宏 委員長

　スペイン人の名前はとても長いと
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父さん・お母さん・祖父・祖母の姓を取り入れるからです。ゴン
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たくさんの外国人が旅行に来ます。日本人もイビサに住んでい
ます。だから日本に興味がわきました。イベリア半島は3つの国
があります。スペイン・ポルトガル・アンドラです。アンドラはとても
小さい国です。国民は8万人しかいません。ポルトガルは1,000
万人です。スペインは4,700万人です。スペインの色々な言語
についてですが、まずはガリエ語です。私のお父さんの母国語
です。次はエスケラ語です。この言語が難しくて何も分かりま
せん。あとはカタラン語です。1割しか分かりません。スペインは
アフリカの近くにありますし、アフリカから色々な方が来ますの
で、スペインの大学でアラビア語とアフリカの色々な言語を教え
られています。最後はスペイン語。全世界中でスペイン語を話
せます。21カ国がスペイン語を話せます。数えれば5億8,000万
人がスペイン語を話せます。世界で最も広く話されている言語
は中国語、2番目はスペイン語、3番目は英語です。だからスペ
イン語はとても大事な言語だと思います。ヨーロッパの中でも日
本とはそれほど関わり合いが強くないスペイン。スペイン人のイ
メージは明るい、陽気であるなどポジティブイメージのものが多
いと思います。そのようなスペイン人をスタッフとして採用する
必要がある場合、そもそもスペイン人がどのような働き方をする

ゲスト卓話
米山奨学生
ゴンザレス・マルティン・エドゥアルド氏

のか知る必要があると言えます。スペイン人の特長の一つは、
万人に対する共感力が高いことです。スペイン人は少し顔を
知っている程度の間柄の人に対しても感情を共有します。相
手が喜んでいるときは自分も喜び、相手が悲しんでいれば悲し
みを感じます。更に友人同士ではまるで家族のように感情を分
かち合っており、日本人と比べるとスペイン人は感情の共有を
よく行うために、一緒に働けば職場を明るくしてくれる存在にな
ります。実はお母さんとお姉さんがいますけど、8年間ぐらい会
っていません。お父さんは59歳です。スペインの北で刑務官と
して働いています。お父さんは政府の刑務官として危険な敵
がいます。いつも車の下に爆発物が置いてある可能性があり
ました。子供の頃、学校に連れて行ってくれる時、お父さんはま
ず車に一人で乗って車の調子を確認してから私が乗ります。
お父さんは私の憧れの人です。私の趣味は友達に会って食
べに行って、時々日本語を勉強すること、アニメやドラマを見る
ことです。お父さんは日本のファンですから、私が子供の頃か
ら日本について教えられていました。4年前に新しい生活を始
めたいと思いました。別の文化・言語・日本人について知りたか
った。その時は日本が一番好きな国でしたので、早く自分で新
生活を始めたいと思いました。勿論、お父さんのお陰で私の夢
ができました。日本に来る前に半年ぐらい日本語と日本の文化
を勉強しました。まだ完璧ではありませんけど、毎日頑張ってい
ます。2018年10月に日本に来ました。何も知りませんので、1ケ
月ぐらいずっと迷っていました。英語と日本語が全然話せませ
んでした。でも友達のお陰で、導いてもらいました。この時は
段々日本語を学んで、日本のことをもっと知りたかったです。2
年半前に埼玉の寮に住んでいました。学校は東京にありまし
たので、毎日埼玉から東京へ通って新しいことを見つけまし
た。寮ではヨーロッパ・アメリカ・アフリカ・アジアの留学生と一緒
に住んでいました。みんなは別の国から来て、別の文化・言語・
夢がありますが、みんなは日本が大好きなので、みんなと一緒
に最高の生活を過ごしていました。私は6年間柔道をしてい
て、2019年には東京の講道館で柔道をしていました。練習を
しているうちに素晴らしい人を見ました。何も見えなくて何も聞
こえない何も喋られないけど黒帯になりました。本当にすごかっ
たです。
　私の将来の夢は、専門学校を卒業して日本のために役に
立ちたいです。それを成功するために全力で頑張ります。本日
はご清聴ありがとうございました。

総員／98名　出席／52名　欠席／46名
出席率／53.06％　前回修正率／69.05％
他クラブ出席／3名

出席報告 佐藤　聡 委員長

㈱青木工機
　　　代表取締役　青木　誠君

次 回 第７回例会
令和3年8月26日㈭

会員卓話

〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427
〒963‒8878  郡山市堤下町11‒6

三井住友海上火災保険㈱
福島支店長 大　島　勝　利

☎ 932‒0459　　932‒1764

　8月11日のボウリング大会ですが、1レーン2人ということで感染
対策を十分にしております。皆さん安心してお越し頂ければと思
います。豪華景品を用意しております。8月19日の納涼会です
が、現段階では開催の方向です。非常に大きい会場で、換気・
感染対策等も十分施せると聞いております。9月18日㈯に親睦
ゴルフコンペを予定しております。場所は郡山東都カントリークラ
ブです。振るってのご参加を宜しくお願いします。


