
◎ようこそ、久し振りの夜の例会へありがとうご
ざいます。 福島佳之君、阿部充宏君
◎本日は納涼会ご参加ありがとうございます！感染対策をしっ
かりして楽しみましょう! 二瓶健一君
◎納涼会、楽しみましょう。 池田達哉君
◎本日は67歳の誕生日です。皆さん、お祝いありがとうござい
ます。 高橋裕一君
◎先日、誕生祝いを頂き、大変おいしく頂きました。ありがとうご
ざいました。 伊野泰司君
◎納涼会、楽しみにしています。設営ご苦労様でした。
 佐藤尚宏君
◎この施設は元小松醤油さんです。ご存知でしたか？デルタ
株に気を付けましょう。 前田泰彦君
◎来週の卓話、お世話になります。 青木　誠君
◎本日、皆様よろしく。 高橋孝行君

　皆さん、お晩でございます。久しぶりの夜の
例会です。今日おいでになった方々は、総勢35
名がいらっしゃって頂きました。実を言いますと
当クラブの例会等 も々、どういう風にしなければならないかと言
うのを考える時期になってきたなと考えております。今日ここで
夜の例会、飲食を伴ってやるということですが、ここの施設は
天井の壁を見て頂くと大きいファンが二基ついていると思いま
す。昔ここは小松醤油の跡地ということになりますので、その当
時使っていたファンをそのまま利用していたので、コロナ対策
の方はお墨付きを貰っているというお話を小松剛社長からお
聞きしました。コロナ対策で来月の12日まで｛まん延防止重点
措置｝が延期となり、それが来月12日まで延長となりました。そ
れを受けて郡山RCも今後の例会をどういう風にしたらよいか
というのを役員・理事会にかけて、皆様にお伝えして行きたい
と思いますので、今日は久しぶりの夜の例会、そしてお料理・お
酒の方も用意してございます。今日8月19日は俳句の日で、もう
一つが私の出身母校の大先輩の芥川賞を受賞した中山義
秀さんの命日です。中山義秀の命日と聞いて思い出したので
すが、書道美術館に中山義秀さんを偲んで文学碑を建てた
そうですが、そこに「野の花にも美しさはある」という言葉が彫
ってあります。今の世の中コロナで皆さん大変でしょうけど、地
べたに這いつくばってでも一生懸命経済活動、社会奉仕、職
業奉仕に頑張ってロータリアンとして生きていきたいなと実感
しているところです。俳句の日ということで一句作って来まし
た。「コロナなので　黙食で　みんなで愛でる壁花火」。

会長挨拶 福島佳之 会長
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ニコニコＢＯＸ委員会報告
阿部充宏 幹事

　去る8月11日に第1回ボウリング大会を開催
させて頂きました。第1回のチャンピオンは大木
勝浩さんです。大木さんには新品のボウリングピンをプレゼント

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

総員／98名　出席／34名　欠席／64名
出席率／34.69％　前回修正率／63.10％
他クラブ出席／1名

出席報告 阿部充宏 幹事

日本銀行福島支店 支店長　植田リサ様

次 回 第７回例会
令和3年9月16日㈭
ゲスト卓話
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しました。多くの皆さんにお集まり頂きありがとうございました。
第1回の親睦ゴルフコンペを9月18日㈯東都郡山カントリー倶
楽部で予定しております。ぜひご参加ください。

　当施設をご利用頂きまして誠
にありがとうございます。今コロ
ナ禍の中で大変な状況ですけ
ど、息子ともども一生懸命頑張
っています。実はこういう機会を頂きましたのは、福島会長

㈱キオラガーデン
取締役会長　小松賢司様

が私どもの顧問税理士さんで、経営的に色々ご指導頂い
ております。こういう状
況ですので会員の皆
様方も是非お気を付け
て過ごして頂きたいと
思います。ありがとうご
ざいます。

Garden Restaurant Sarara

移動例会・納涼会移動例会・納涼会

　本日は懇親会の機会を頂きまして本当
に感謝申し上げます。ありがとうございま
す。このような難しい状況ですので、感染対策は父の過剰
投資で通常この規模では実用がない換気設備と、皆様に
ご協力頂きました検温・アルコール消毒を含めて、二酸化
炭素濃度計も平常値になっております。通常こちらの方は
ビュッフェスタイルになっておりまして、なかなか難しい営業
となっておりますが、本日は特別に料理を準備させて頂きま
した。時間の許す限りお楽しみ頂きたいと思います。本日は
ありがとうございました。

㈱キオラガーデン
代表取締役　小松　剛様

　早速乾杯に移りたいと思います。俳句を
もう一回、「黙食や　みんなで愛でる　壁
花火」。懇親会、宜しくお願いします。

会長挨拶 福島佳之 会長

　夜の例会も年に一回あるかないかの時
代を迎えてしまいました。少ない時間です
けど楽しみたいと思います。ご唱和お願い
します。乾杯。

乾杯 神山英司君

 ソングリーダー
青木　誠君

 中締め
佐藤尚宏 会長エレクト

手に手つないで

「日本経済・福島県経済の
　　　　　　　　現状と先行き」
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