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会長挨拶

2021年11月11日

福島佳之 会長

皆さん、
お晩でございます。本来であれば11
月7日に開催した地区大会に皆さんでこぞって
参加して、いわき小名浜の地へ行くところでご
ざいましたので、本日は例会が変わったという形になりました。
コロナ禍の影響で当日参加したのが、一般のクラブでは会長・
幹事だけということで総勢250人ぐらいでした。今年度のいわ
き小名浜から輩出している志賀ガバナーが経営をなさってい
る、いわき秀英学園で開催を致しております。今日は急遽夜の
例会を設えさせて頂いたのは、地区大会のご慰労会、
ガバナ
ー輩出クラブとしての分散会ということで、皆様に恩返しをした
いという石黒直前ガバナーのご意向があった関係で今日にな
りました。本日は当日の積もる話があろうかと思いますが、郡山
ガバナー事務所で応援して頂いた清水さんも参加しておりま
す。宜しくお楽しみ下さい。

新会員紹介

神山英司君

鈴木淳さんをご紹介します。職業分類は金
融サービス業、
ご家族は奥様とお子様が３人、
単身赴任だそうなので謳歌して下さい。
オリック
ス㈱さんは初めて当会に入会致しました。期待致しております。

新入会員挨拶

オリックス㈱ 郡山支店
支店長 鈴木 淳君

郡山に赴任して約２年経ちまして、家族は
千葉県津田沼に住んでいます。昭和56年生
れの今年40才です。
オリックスは法人としては馴染みが薄い
かと思いますが、個人のお客様でいうとレンタカーや御宿東鳳
は私どものグループ会社ですので、
もしご利用の方はお声が
け頂ければ少しお安くご提供させて頂きます。色々皆様とコミ
ュニケーションを取らせて、地域の勉強をさせて頂ければと思
いますので、
どうぞ宜しくお願いします。
所 属 親睦活動委員会
推薦人 神山英司君、新城義雄君

幹事報告

阿部充宏 幹事

本日も例会への出席、誠にありがとうござい
ます。

雑誌委員会報告

橋本謙一 副委員長

「ロータリーの友」11月号を紹介いたします。
横組
8頁 ポリオワクチン投与を体験して
18頁 国際大会
30頁 米山学友カムピラ・アイガダさん
縦組
4頁 デジタル技術ってなに？
光通信が支えるネットワーク
9頁 私の一冊「ドイツ統一」
16頁 感謝「エール」のコンサート

ニコニコＢＯＸ委員会報告

宮川雄次 委員長

◎昨年度、皆さん地区事業・地区大会にご尽
力下さりありがとうございました。今日はお楽
しみ下さい。
福島佳之君、阿部充宏君
◎デジグネートから３年半、大変お世話になりました。決算も承
認して頂き、すべて終了しました。
ありがとうございました。
石黒秀司君
◎2年半に渡り、皆さん大変お世話になりました。
菅野秀士君
◎昨年の地区大会は、大変お世話になりました。
太田 宏君
◎昨年度、地区スタッフの皆様、
お疲れ様でした!
池田達哉君、佐藤政弘君
◎石黒ガバナー及び関係諸兄の活動に、敬意を表します。
安倍元雄君、小田修史君
◎結婚記念日にお祝いのお花を頂き、
ありがとうございました。
平栗俊昭君
◎猪苗代水草参加、
ありがとうございました。RI会長はこんな
事を言っています。
「奉仕は自分が地球上に占める空間へ
の賃貸料である」
と。
初瀬照夫君

出席報告

佐藤

聡 委員長

総員／98名 出席／47名 欠席／51名
出席率／48％ 前回修正率／69.41％
他クラブ出席／4名

親睦活動委員会報告

二瓶健一 委員長

11月23日の初の福島年度の麻雀大会を企
画させて頂いております。是非ご登録を宜しく
お願い致します。

次回

第14回例会

令和3年11月25日㈭
ゲスト卓話

前全国自治会連合会会長
現郡山市自治会連合会会長
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第2530地区大会慰労会
会長挨拶

福島佳之 会長

これから地区大会の慰労会と分散会ということで、皆様と楽しい時
間を過ごして行きたいと思います。今日の主役は石黒直前ガバナーは

挨拶

勿論のこと、今日いらっしゃる、紅２点、地区事務所に
お手伝い頂いた清水さんと高梨さんもいらっしゃいま
す。お二人ともお酒が強いですから楽しい時間を過
ごしたいと思います。宜しくお願いします。

中では一番厳しい環境下で、
ロータリーを楽しんでい
るという地区であると思いますので、
そんな中で2/34
デジグネートと名前についてから３年半、本当に長い間お世話になり になったということは素晴らしいことかと思っておりま
ました。ありがとうございました。昨年度はクラブ魅力最大限そして会 す。多くの方々との接点がありました。私個人としては
員基盤の向上、
そして会員増強ということで１年間取り組みを致しまし 井の中の蛙大海を知るという感覚でありまして、大変
た。お陰様で全国34地区の中、増強に成功した地区は２地区のみで、 に素晴らしいロータリアンの接点を楽しみ、
自己磨きを致しました。
クラ
マイロータリーの数値を見ると、
この2530地区の大いなるポテンシャル ブの皆様方から頂いたこのご恩をしっかりとクラブに地区に、
そしてロ
の高さを示すことができたと思ってますし、外的環境を考えますと10年 ータリーにお返しをして行きたいと思っております。限られた時間ではあ
前の地震があり、
それに伴う原発事故があり、
２年前の水害があり、
そ りますが、充分にお寛ぎ頂き、
そしてお楽しみ頂きたいと思います。
してこの2月の大地震があり、そしてこのコロナ禍ということで、全国の

挨拶

石黒秀司パストガバナー

もって録画をしておきましょうと決まりました。我々が困
ったのは、投票をどうしようかということで、担当の方と
しっかりした投票用紙を作ってくれると
昨年の地区大会に於きましては、本当にお世話になりました。
ありが 色々話をして、
とうございました。今まで歴史的には全くなかったようなことというので か、そういうような有能な方が沢山郡山RCには居る
始まりました。
コロナ感染症の対応をどのようにするかと、本当に今まで んだなということが分かりました。そういう皆様方と一
我々が経験して来た地区大会ではないようなことを要求されたと思っ 緒にこのクラブの会員であることに感謝もしていますし、誇りに思ってお
ありがとうございました。
ております。Web配信にしましょうということから、講師の天野先生は前 ります。

太田

宏 地区大会実行委員長

挨拶

池田達哉 直前会長

乾杯

神山英司 地区大会実行副委員長

ました。
と同時に、
ビジョン委員会の皆様を始めパスト
会長の先輩方に地区ガバナーを輩出する、
そして地
１年間、地区出向の皆様に於かれましては大変お疲れ様でした。心 区を中心となって運営して行くんだから郡山RCらしく
から感謝を申し上げます。
４年前、私が2020 2021年度の会長を仰せ しっかりと石黒ガバナーを支えるようにと、
ご指導も頂
つかった時と同時に石黒ガバナーがその年にガバナーとして出向し、 戴しておりました。本当に地区に行かれた皆さんには
そして郡山RCが地区運営に大きく関わっていくということが決まってお 様々な事業の運営をして頂きました。
しかしさすが郡山RC、
しっかりと
ります。私もその地区に関して色々知識が乏しかったもので、何とかな 運営をしたと思っています。昨年度の経験がきっとこれからの郡山RC
るだろうぐらいに思っておりましたが、石黒さんがエレクトとなり、そして の力になっていくと思いますし、更にこの力がクラブの繁栄に繋がるん
ガバナーとして就任される頃には、
これはクラブとして本気で関わって ではないかと確信しています。石黒ガバナーそして地区出向の皆様、
行かないと沢山の方に協力を頂かないといけないなと感じるようになり スタッフの皆様、大変お疲れ様でございました。
でもいいよ、Webでもいいよ」
と入ってくるのかなという
こと。
ここが考えていたことだったんです。毎朝６時に
長い長い地区大会だったなというのが私の実感です。
それ以前に、 来る太田先生のメール、
あれから解放されたというだ
地区大会というのは定款の中に「みんなで会って親睦を深めていきた けであぁ終わったなという気持ちです。無事地区大
い」
と書いてあるんです。それが出来ないというのは、地区大会という 会が終わったこと、そして我がクラブがこれから益々
のは何なんだろう。
じゃ３年毎の定款の見直しの中に、
「これからzoom 発展致しますこと、併せて乾杯を申し上げたいと思います。乾杯。

ソングリーダー
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