
　還暦の皆さんがとても羨ましいと思いました。だ
いぶ体も弱って来ているなと感じています。ですが
なんとか自分の職業もそうですけれど、奉仕を頭
から離れないようにしながら活動していけたらいいなと思っております。

　皆さん、新年あけましておめでとうございます。ど
のような新年を皆さんお迎えでしょうか。新型コロナも
オミクロン株が流行りに流行って、沖縄では1,000名
近い感染者数が出ているようでございますが、そればっかりが心配で
ございます。第１例会日ですので、役員理事会が開催されました。そ
の後、お祓いを皆様で受けて頂きましたが、役員理事会でお話が出
たことをご報告を申し上げたいと思います。まず中央分区のIMです
が、昨年度は休会だったと記憶してございますが、今年は全面的に
zoomでオンラインで開催するという形になりました。その内皆様にご
案内が参ろうかと思います。来年度は佐藤尚宏エレクトが晴れて会
長になった年には、中央分区のIMを主催するクラブが郡山RCという
ことになりますので、そのPRも一番最後にさせて頂くことになっていま
す。その関係もありまして、郡山RCの細則によりますと「オンライン或い
はWeb上での例会というのは出席を認めない」という規定がございま
す。本来であればIMの２月11日開催される予定であったものが、２月
10日㈭の例会に充てるつもりだったわけですが、それができませんの
で２月10日は例会を開催するということで、役員理事会で諮らせて頂
きました。皆さん、よろしいでしょうか。２月10日に実際の例会を昼に開
催をしたいと思います。賀寿のお祝いを受けられた方、大変おめでとう
ございます。半期決算報告もありましたが、皆様のこのお祝いのムード
にあやかって大事に予算を皆様の為に執行していきますので、半年
間宜しくお願い申し上げます。それと急遽出された案件なんですが、
新型コロナウイルスのオミクロン型が大変流行って、じわじわとこの東
北地方にもやってくるんではないかなという気配があります。今後、郡
山市にコロナの重点措置が発生された場合は、今まで緊急理事会を
電話或いはメール等でファックス評決でやらさせて頂きましたが、郡山
市から発令された場合は私の権限で、即座に例会その他の活動を
中止させて頂きます。それは即座に皆様にご案内を事務局から差し
上げるということにしたいと思いますので、よろしいでしょうか。ありがと
うございます。

会長挨拶 福島佳之 会長
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総員／98名　出席／65名　欠席／33名
出席率／66.33％　前回修正率／60.47％
他クラブ出席／1名

出席報告 佐藤　聡 委員長

　本日は新年会で、来週は毎年恒例のJCの新理
事長をお迎えしての例会になります。３週目は初瀬さ
んの会員卓話をお願いして、４週目は職場訪問で笹の川酒造さんに
訪問しつつ、アネックスさんで食事交流会となります。２月３日は会員卓
話でオリックスの鈴木さん、そして地区の規則・手続委員会の高橋委
員長をお迎えしてのゲスト卓話、最終は創立記念日例会ということで、
無事開催されるように祈って進めて参りたいと思います。

プログラム委員会報告
山口松之進 委員長

　傘寿（昭和18年生）　太田　宏君
　喜寿（昭和21年生）　有馬賢一君
　古希（昭和28年生）　鈴木孝雄君、高橋孝行君
　還暦（昭和38年生）　大木勝浩君、小田修史君、佐藤政弘君

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　皆さん、あけましておめでとうございます。収入の
部ですが、収入合計が28,627 ,399円、執行額が
15,423,916円、差引額が－13,203,483円です。支出の部は支出合計
が28,627,399円、執行額が12,137,262円、差引額が－16,490,137円と
なりました。12月31日現在の通帳残高は3,286,654円となっております。
本日お帰りに破魔矢を持ち帰って頂きたいと思います。

幹事報告　半期会計の件
阿部充宏 幹事

太田　宏君

◎あけましておめでとうございます。今年も皆様、
宜しくお願いします。

 福島佳之君、阿部充宏君、星　北斗君、伊野泰司君
 佐藤　聡君、池田達哉君、山口　仁君、高橋孝行君
 平松敏郎君、二瓶健一君、幕田宙晃君、山口松之進君
 太田　宏君、高橋裕一君、前田泰彦君、今泉正規君
 石黒秀司君、橋本　勝君、根本鎮郎君、遠藤友紀晴君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
阿部和博 委員

初瀬電材㈱
　　　代表取締役　初瀬照夫君

次 回 第21回例会
令和4年1月20日㈭

会員卓話

〒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
〒963‒8811  郡山市方八町 2‒8‒10
代表取締役 佐　藤　政　弘

☎ 944‒3388　　944‒3389

株式会社 佐藤工業

ホテル神殿にて
　　安積国造神社のお祓い受ける

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一君ロータリー情報委員長

2021～2022年度 賀 寿 祝

 大木勝浩君、中原喜範君、佐藤修朗君、林　誠君
 村上康雄君、福内浩明君、菅野秀士君、成田英樹君
 佐藤尚宏君、佐藤政弘君、小田修史君、安倍元雄君
 丸山　弘君、矢部浩樹君
◎職業奉仕月間の１月20日、卓話をさせて頂きます。当日のご批
判を頂きながら１月29日㈯の地区職業奉仕セミナーに臨むつも
りです。宜しくご意見頂けますようお願い申し上げます。
 初瀬照夫君

新年会新年会
令和４年令和４年

　華 し々く2022年がスタートしました。昨年度丑年
で十干を合わせると辛丑というお話をしましたが、
今年は十干も合わせて寅を組み合わせると壬寅だ
そうです。虎というのは毛皮が黄色の地に黒が入っているということ
で、虎として生まれる前は夜空の星だったのんではないかというような
お話で、それにあやかって始まりとか才覚があるとか決断力があると
かっていう意味合いがあるそうです。昨年度の辛丑は根が土の上か
ら出てくる直前の中にいる状況を表すというお話を差し上げましたが、
今年はそれが開花して素晴らしい一年になる寅年かなと考えていま
す。素晴らしい年にして行きましょう。

会長挨拶

郡山芸妓連
祝　舞

福島佳之 会長

　皆様、あけましておめでとうございます。去年
は石黒ガバナー事務所、そして2530地区に皆
さん熱いご支援とご協力を頂きましてありがとう
ございました。心から感謝申し上げます。この憎きコロナは2年以
上に亘って、やっと収まってきたかなと思った矢先にまたオミクロン
ということでがっかりしております、でもやはり寅年です。猛獣です。
虎の勢いで是非このコロナ株をぶっ飛ばして今年1年皆様と協
力して頑張って行きたいと思います。大好きな郡山RC、今後益々
の発展とそして本日お集まりの皆様のご健勝とご活躍、それをご
祈念申し上げながら乾杯したいと思います。乾杯。

乾　杯 菅野秀士君

 ソングリーダー
青木　誠君

手に手つないで

 中締め
佐藤尚宏 会長エレクト
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の後、お祓いを皆様で受けて頂きましたが、役員理事会でお話が出
たことをご報告を申し上げたいと思います。まず中央分区のIMです
が、昨年度は休会だったと記憶してございますが、今年は全面的に
zoomでオンラインで開催するという形になりました。その内皆様にご
案内が参ろうかと思います。来年度は佐藤尚宏エレクトが晴れて会
長になった年には、中央分区のIMを主催するクラブが郡山RCという
ことになりますので、そのPRも一番最後にさせて頂くことになっていま
す。その関係もありまして、郡山RCの細則によりますと「オンライン或い
はWeb上での例会というのは出席を認めない」という規定がございま
す。本来であればIMの２月11日開催される予定であったものが、２月
10日㈭の例会に充てるつもりだったわけですが、それができませんの
で２月10日は例会を開催するということで、役員理事会で諮らせて頂
きました。皆さん、よろしいでしょうか。２月10日に実際の例会を昼に開
催をしたいと思います。賀寿のお祝いを受けられた方、大変おめでとう
ございます。半期決算報告もありましたが、皆様のこのお祝いのムード
にあやかって大事に予算を皆様の為に執行していきますので、半年
間宜しくお願い申し上げます。それと急遽出された案件なんですが、
新型コロナウイルスのオミクロン型が大変流行って、じわじわとこの東
北地方にもやってくるんではないかなという気配があります。今後、郡
山市にコロナの重点措置が発生された場合は、今まで緊急理事会を
電話或いはメール等でファックス評決でやらさせて頂きましたが、郡山
市から発令された場合は私の権限で、即座に例会その他の活動を
中止させて頂きます。それは即座に皆様にご案内を事務局から差し
上げるということにしたいと思いますので、よろしいでしょうか。ありがと
うございます。
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出席報告 佐藤　聡 委員長

　本日は新年会で、来週は毎年恒例のJCの新理
事長をお迎えしての例会になります。３週目は初瀬さ
んの会員卓話をお願いして、４週目は職場訪問で笹の川酒造さんに
訪問しつつ、アネックスさんで食事交流会となります。２月３日は会員卓
話でオリックスの鈴木さん、そして地区の規則・手続委員会の高橋委
員長をお迎えしてのゲスト卓話、最終は創立記念日例会ということで、
無事開催されるように祈って進めて参りたいと思います。

プログラム委員会報告
山口松之進 委員長

　傘寿（昭和18年生）　太田　宏君
　喜寿（昭和21年生）　有馬賢一君
　古希（昭和28年生）　鈴木孝雄君、高橋孝行君
　還暦（昭和38年生）　大木勝浩君、小田修史君、佐藤政弘君

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　皆さん、あけましておめでとうございます。収入の
部ですが、収入合計が28,627 ,399円、執行額が
15,423,916円、差引額が－13,203,483円です。支出の部は支出合計
が28,627,399円、執行額が12,137,262円、差引額が－16,490,137円と
なりました。12月31日現在の通帳残高は3,286,654円となっております。
本日お帰りに破魔矢を持ち帰って頂きたいと思います。

幹事報告　半期会計の件
阿部充宏 幹事

太田　宏君

◎あけましておめでとうございます。今年も皆様、
宜しくお願いします。

 福島佳之君、阿部充宏君、星　北斗君、伊野泰司君
 佐藤　聡君、池田達哉君、山口　仁君、高橋孝行君
 平松敏郎君、二瓶健一君、幕田宙晃君、山口松之進君
 太田　宏君、高橋裕一君、前田泰彦君、今泉正規君
 石黒秀司君、橋本　勝君、根本鎮郎君、遠藤友紀晴君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
阿部和博 委員

初瀬電材㈱
　　　代表取締役　初瀬照夫君

次 回 第21回例会
令和4年1月20日㈭

会員卓話

〒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
〒963‒8811  郡山市方八町 2‒8‒10
代表取締役 佐　藤　政　弘

☎ 944‒3388　　944‒3389

株式会社 佐藤工業

ホテル神殿にて
　　安積国造神社のお祓い受ける

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一君ロータリー情報委員長

2021～2022年度 賀 寿 祝

 大木勝浩君、中原喜範君、佐藤修朗君、林　誠君
 村上康雄君、福内浩明君、菅野秀士君、成田英樹君
 佐藤尚宏君、佐藤政弘君、小田修史君、安倍元雄君
 丸山　弘君、矢部浩樹君
◎職業奉仕月間の１月20日、卓話をさせて頂きます。当日のご批
判を頂きながら１月29日㈯の地区職業奉仕セミナーに臨むつも
りです。宜しくご意見頂けますようお願い申し上げます。
 初瀬照夫君

新年会新年会
令和４年令和４年

　華 し々く2022年がスタートしました。昨年度丑年
で十干を合わせると辛丑というお話をしましたが、
今年は十干も合わせて寅を組み合わせると壬寅だ
そうです。虎というのは毛皮が黄色の地に黒が入っているということ
で、虎として生まれる前は夜空の星だったのんではないかというような
お話で、それにあやかって始まりとか才覚があるとか決断力があると
かっていう意味合いがあるそうです。昨年度の辛丑は根が土の上か
ら出てくる直前の中にいる状況を表すというお話を差し上げましたが、
今年はそれが開花して素晴らしい一年になる寅年かなと考えていま
す。素晴らしい年にして行きましょう。

会長挨拶

郡山芸妓連
祝　舞

福島佳之 会長

　皆様、あけましておめでとうございます。去年
は石黒ガバナー事務所、そして2530地区に皆
さん熱いご支援とご協力を頂きましてありがとう
ございました。心から感謝申し上げます。この憎きコロナは2年以
上に亘って、やっと収まってきたかなと思った矢先にまたオミクロン
ということでがっかりしております、でもやはり寅年です。猛獣です。
虎の勢いで是非このコロナ株をぶっ飛ばして今年1年皆様と協
力して頑張って行きたいと思います。大好きな郡山RC、今後益々
の発展とそして本日お集まりの皆様のご健勝とご活躍、それをご
祈念申し上げながら乾杯したいと思います。乾杯。

乾　杯 菅野秀士君

 ソングリーダー
青木　誠君

手に手つないで

 中締め
佐藤尚宏 会長エレクト


