
　皆様、こんにちは。今日が今年最後の当クラブ
の例会日です。最初にお客様を紹介します。郡山
コスモスRC、来年開催されるIM実行委員長の
土屋繁之先生、副実行委員長の平原憲さんです。土屋先生は
土屋病院の理事長で、我々第2530地区の土屋先生には物凄く
お世話になっております。現段階2530地区事務所は郡山の七ツ
池にあり、土屋先生が無償で提供しております。ありがとうござい
ます。今年１年皆さんどんな年だったでしょうか。コロナコロナでテ
レビをひねれば人が亡くなるコロナが蔓延しているということで、オ
ミクロン株も160名を超えたということもあります。前のデルタ株よりも
スピードが速いなと思います。今年の干支は丑で、干支は12個あ
りますが、それに十の漢字を足した干支が本来の干支ということ
で、それを十干と言います。甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の十
文字。それと干支を合わせたのが本来の干支ということで、丑に
関しましては辛丑ということです。辛という字は香辛料の辛という
漢字を使いますが、思い悩みながら痛みを伴う幕引きをするという
意味合いがあるそうです。辛いことがあった後は夢がかなって発
芽するという、良い意味で捉えるのが普通ですが、私はとある団
体でもお話しましたが、自分が思い描けない夢は絶対実現する筈
がないと言葉であります。来年どんな年になるか皆さん考えていら
っしゃると思いますが、大きな夢はお持ちでしょうか。思い描けない
夢は絶対実現しない。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　新年会が来年の１月６日、午後６時からビュー
ホテルアネックスで開催されます。５時半から新年
のお祓いがあります。また役員の方は、午後５時
から役員会がありますので、宜しくお願いします。

幹事報告 阿部充宏 幹事

　晴れて理事になられました平松敏郎君から、ご紹介を兼ねてミ
ニ卓話をお願いします。

プログラム紹介 福島佳之 会長

ベネファクター　　　　　　　　 石黒秀司君
ポール・ハリス・フェロー
　　  佐藤政弘君、遠藤友紀晴君、池田達哉君
　　  　鈴木禎夫君、湯浅大郎君、初瀬照夫君
マルチプルフェロー 鈴木禎夫君、遠藤喜志雄君、石黒秀司君
新米山功労者
 鈴木正晃君、池田達哉君、佐藤　聡君、神山英司君
永年在籍会員表彰
 橋本半兵衛君40年、根本鎮郎君30年、高橋良和君30年
賀寿　新城義雄君 卒寿
クラブ会報コンテスト優秀賞
感謝状　　　　　　　 地区幹事 関根　信君
　　　　　　　 職業奉仕委員長 初瀬照夫君
　　　　　　　 地区資金委員長 福島佳之君
ロータリー財団寄付年次寄付・恒久基金寄付額上位10クラブ
 第４位　郡山RC　＄12,880.00
ロータリー米山記念奨学会寄付寄付額上位10クラブ
 第６位　郡山RC　1,304,500円
米山功労クラブ（寄付累計額100万円毎） 郡山RC（第11回）

表　彰

　来年２月11日に開催予定して
おります中央分区のＩＭですが、ウ
ェブでの開催ということになりまし
た。中央分区の鈴木ガバナー補佐と共に色んなことを考えて出し
た結論での開催予定です。どうぞ宜しくお願いします。

中央分区IM開催PR
土屋繁之 IM実行委員長

　本年度のIMは令和４年２月11日㈮建国記念日に開催を致しま
す。テーマは「人を育てるロータリー、ロータリープログラム。学友と
の繋がり」。完全webで開催させて頂きます。できる限り多くのロー
タリアンの方にご視聴して頂きたいと思いますので、宜しくお願い
致します。

平原　憲 IM実行副委員長

　会長候補の指名に関しましては、郡山RC細則第３条第１節の
但し書きにございます、指名委員会を以て指名させて頂いており
ます。去る11月29日に指名委員会を招集し、満場一致でご推薦
を頂いて指名させて頂きました。お名前が平松敏郎君。職業分類
が弁護士。推薦会員が新城義雄さんと神山英司さんです。2024
～25年度の会長候補者として平松敏郎さんをご推挙したいと思
いますが、いかがでしょうか（拍手）。ありがとうございます。

年次総会
2024～2025年度会長候補者の件

福島佳之 会長

総員／98名　出席／48名　欠席50名
出席率／48.98％　前回修正率／100％
他クラブ出席／6名

出席報告 佐藤　聡 委員長

〒963‒0201  郡山市大槻町天正坦11

針生ヶ丘病院
院 長 金　森　　良

☎ 932‒0201　　925‒0166
〒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

　もうすぐ今年が終わります。色々なことがありま
した。もうすぐ卒業して北海道で新しい生活を始
めますが、先生達とロータリーの皆様から学んだことを絶対に忘
れません。私のことを応援して頂き、誠にありがとうございました。

奨学金贈呈
ゴンザレス・マルチン・エドアルド君

　先日理事会にて承認されました2022～23年度役員理事の案
を上程いたします。

2022～2023年度
役員理事選任の件

佐藤尚宏 会長エレクト

　先週行いましたクリスマス家族会に於きまし
て、多くの方々から慰労金を頂きまして誠にありが
とうございました。大抽選会も盛り上がりまして楽しくできたかと思
います。親睦委員の皆さん、本当に早い時間からご協力頂きまし
て無事に終わることができました。来年も宜しくお願い致します。

親睦活動委員会報告
横山　大 副委員長

◎本日は来年２月11日に開催させて頂きますIM
のご案内に参りました。どうぞ宜しくお願い致し
ます。 郡山コスモスRC土屋繁之君、平原　憲君
◎郡山コスモスRCの土屋先生、平原さん、ようこそ！今年最後の
例会です。半年間、ありがとうございました。

 福島佳之君、阿部充宏君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

佐藤　尚宏

橋本　　勝

中原　喜範

丸山　　弘

伊野　泰司

菅野　秀士

平松　敏郎

七海　重貴

福島　佳之

神山　英司

佐藤　修朗

鈴木　禎夫

鈴木　正晃
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理 事

職業奉仕理事
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国際奉仕理事

青少年奉仕理事

　2024～2025年度の会長に指名頂
きまして、誠にありがとうございました。
謹んでお受けいたします。最もこの年ですので、健康を維持して
責任を果たしたいと思います。
　私は2019年６月に再入会をお許し頂きましてあまり日が経って
おりません。私は平成元年入会し、平成18年３月に一度辞めてお
ります。ただ辞めた後も郡山RCのことを忘れたわけではありませ
んので、私としては大体繋がっているのではないかと思います。私
は平成元年12月に入会させて頂きまして、当時私は35才だった
んですが、かなり若くして郡山RCになったのは、私の師匠の石川
博之先生のご配慮でして、弁護士というのは長くやってますと敵も
増えてしまうもんですから、郡山RCは敷居が高いので若いうちに
入れた方がいいと。それと誰も反対できない人を推薦人にすべき
だということでお骨折り頂いたと思っております。当時は創立会員
の方もお元気ですし、重鎮、長老、皆さんお元気でしたから楽しい
中にも緊張感がありまして、なかなか大変でしたが出席だけはし
ておりました。個人の趣味としては2011年から江戸小唄を始めま
して、月に３～４回教わっています。こういう習い事は３～４年後に
は名取になりませんか？と言われて、むげに断ると後が怖いもんで
すから断れず、名取になっちゃいまして、東京の舞台に上がったこ
ともあります。３年前には三越劇場で２曲歌ったことがあります。緊
張して客席が全く見えなかった記憶があります。ゴルフも20数年
ぶりに復活しました。私は何れにしましても、クラブの在り方として
あくまで気が置けない楽しいクラブ運営を心掛けて参りますので、
色 と々これからお願いすることも多々あろうかと思いますが、何卒
宜しくご協力の程お願い申し上げます。

会員卓話

　　　　　　　　　平松敏郎君
2024～2025年度会長予定者

公益社団法人郡山青年会議所
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　　　　　　 久保田雄大氏
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ゲスト卓話
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会 計 理 事

理 事

職業奉仕理事

社会奉仕理事

国際奉仕理事

青少年奉仕理事

　2024～2025年度の会長に指名頂
きまして、誠にありがとうございました。
謹んでお受けいたします。最もこの年ですので、健康を維持して
責任を果たしたいと思います。
　私は2019年６月に再入会をお許し頂きましてあまり日が経って
おりません。私は平成元年入会し、平成18年３月に一度辞めてお
ります。ただ辞めた後も郡山RCのことを忘れたわけではありませ
んので、私としては大体繋がっているのではないかと思います。私
は平成元年12月に入会させて頂きまして、当時私は35才だった
んですが、かなり若くして郡山RCになったのは、私の師匠の石川
博之先生のご配慮でして、弁護士というのは長くやってますと敵も
増えてしまうもんですから、郡山RCは敷居が高いので若いうちに
入れた方がいいと。それと誰も反対できない人を推薦人にすべき
だということでお骨折り頂いたと思っております。当時は創立会員
の方もお元気ですし、重鎮、長老、皆さんお元気でしたから楽しい
中にも緊張感がありまして、なかなか大変でしたが出席だけはし
ておりました。個人の趣味としては2011年から江戸小唄を始めま
して、月に３～４回教わっています。こういう習い事は３～４年後に
は名取になりませんか？と言われて、むげに断ると後が怖いもんで
すから断れず、名取になっちゃいまして、東京の舞台に上がったこ
ともあります。３年前には三越劇場で２曲歌ったことがあります。緊
張して客席が全く見えなかった記憶があります。ゴルフも20数年
ぶりに復活しました。私は何れにしましても、クラブの在り方として
あくまで気が置けない楽しいクラブ運営を心掛けて参りますので、
色 と々これからお願いすることも多々あろうかと思いますが、何卒
宜しくご協力の程お願い申し上げます。

会員卓話

　　　　　　　　　平松敏郎君
2024～2025年度会長予定者

公益社団法人郡山青年会議所
2022年度理事長
　　　　　　 久保田雄大氏

次 回 第20回例会
令和4年1月13日㈭
ゲスト卓話

◎本年１年、お世話になりました。地区要覧も発送し、一段落で
す。良いお年をお迎え下さいませ。 石黒秀司君

◎本年も１年間お世話になりました。来年こそは光さす明るい１年
になるといいですね。土屋先生、ようこそ。 湯浅大郎君
◎今年１年、皆様ありがとうございました。来年は更に良い１年に
なります様に!
 高橋孝行君、今泉正規君、太田　宏君
 菅野秀士君、中原喜範君、伊野泰司君
 大木勝浩君、丸山　弘君、阿部充正君
◎親睦委員会の皆様、クリスマス家族会お疲れ様でした。
 渡邊邦浩君、二瓶健一君


