
　久保田理事長とは中学校・高校から一緒とい
う間柄です。久保田理事長を筆頭に様々な運動
を展開して参りますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。

　皆さん、こんにちは。今日は新年ゲスト卓話公益社
団法人郡山青年会議所2022年度の理事長久保田
雄大君、そして専務理事の矢吹瞬君です。久保田
理事長は第62代で、郡山RCの会員の方々には歴代会長の方が沢
山いらっしゃいます。私もその中の末席なんですが、私が38代ということ
で、随分と若い方々が理事長に色んな方がなられているなと感心しま
す、父親の久保田善九郎さんと矢吹眞さんお二人とはお酒を飲む機
会が非常に多くて、息子のような時代に段々なってきて寂しいような気
がします。久保田理事長は今日が公の場では初めてかもしれません。
新年会があってそこでお話なさって、その次に倫理法人会にお呼びさ
れてお話なさってということで、多分今日のお話しが一番緊張する場面
じゃないかなと思いますが、卓話を楽しみにしております。
　チャンネルをひねると、ニュースでは毎日毎日のように新型コロナウイ
ルスのお話しがあります。我が福島県にもじわじわとオミクロン株の影響
で人数が増えておりまして、１月27日に遠藤友紀晴職業奉仕理事にお
願い申し上げて、ちょっと変則的に笹の川酒造さんを訪問した後、夜の
例会という形に設えておりますが、このような状況が続くとそれもどういう
風になるか分からない感じになってきましたので、来週早々に役員緊
急理事会を開かせて頂いて、開催するかどうかについても再考しなく
ちゃならないという状況であります。それまでちょっとお待ち頂ければと
思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　ロータリーレート変更のお知らせです。１月から１ド
ル115円となりました。

幹事報告 阿部充宏 幹事

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／4名

出席報告 佐藤　聡 委員長

矢吹　瞬 専務理事

　これから郡山青年会議所の理事長久保田君か
ら卓話を頂きます。どうぞ卓話をお楽しみ頂ければと
思います。

プログラム委員会報告
山口松之進 委員長

◎郡山JC、久保田理事長、矢吹専務をお迎えし
て。卓話楽しみにしてます。

 福島佳之君、阿部充宏君、石黒秀司君、今泉正規君
 安倍元雄君、大野勝久君、遠藤友紀晴君、菅野秀士君
 湯浅大郎君、池田達哉君、堀川紀房君、佐藤政弘君
 佐藤政弘君、有賀隆宏君、橋本　勝君、高橋孝行君
 幕田宙晃君、阿部充正君、山口松之進君、青木　誠君
 成田英樹君、宮川雄次君、佐藤　聡君
◎久保田理事長の卓話、楽しみにしてます。JCもRCも「奉仕の理想
を求める」という目的は一緒ですね。
 初瀬照夫君、橋本謙一君
◎誕生日のプレゼント頂きました。ありがとうございました。
 前田泰彦君、丸山　弘君
◎雄大君、ご結婚おめでとう！ゆっくりお祝いしましょう。
 関根　信君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

笹の川酒造㈱
「笹の川酒造のウイスキー作り
　　　　　 安積醸造所見学」

次 回 第22回例会
令和4年1月27日㈭

職場訪問

親睦活動委員会報告
佐藤文和 委員

　1日／丸山　弘君 　2日／初瀬照夫君
10日／新城義雄君 11日／前田泰彦君
12日／二瓶健一君 14日／太田健三君
20日／有馬賢一君 21日／山口松之進君
24日／阿部英二君 29日／佐久間啓君

1月誕生日祝い

　8日／伊藤清郷君 11日／林　　誠君
22日／高橋孝行君 23日／宮川雄次君

1月結婚記念日祝い

　「ロータリーの友」１月号を紹介いたします。
横組　　4頁　シェカール・メータ会長のメッセージ
　　　14頁　2022年国際大会に参加するべき７つの理由

雑誌委員会報告
有賀隆宏 委員長

ゲスト卓話

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

2022年度スローガン
「Just keep going！～前進あるのみ！～
自ら行動しよう、愛と笑顔が溢れる郡山の未来のために」

　青年会議所は「明るく豊かな社会の
実現」を目指しておりまして、まちづくり・
人づくりを二本柱として運動を展開して
いる団体です。郡山青年会議所はその中で1961年に県内で三番
目、会津JC・白河JCの次に設立されました。全国で見ますと197番目
に設立された青年会議所です。会員につきましては全国一律で20～
40才までの年齢制限があるというのが特長ですが、40才を迎えます

と自動的に卒業ということになります。現在郡山青年会議所の会
員数は61名です。そして私本年度理事長を仰せつかっておりま
す、第62代理事長の久保田雄大です。1983年の38才です。現
職は不動産業を営んでおりまして、㈱久保田ハウス専務取締役
です。不動産に関わることは賃貸・売買・仲介・管理・コンサルと全
てやっております。大学から地元を離れ、東京でNECに就職し
て、地方銀行システムのシステム開発をやっておりました。2017年
に郡山に戻って来まして、父が代表を務めております久保田ハウ
スに入社をして現在に至ります。私は2018年に入会、2019年に
事務局次長、そして東北地区協議会に東北青年フォーラム運営
委員会の幹事として出向しました。翌年も事務財政局の次長、そ
して同委員長として出向して経験を積ませて頂き、昨年副理事長
そして東北青年フォーラムの実行委員長、本年度理事長というこ
とで務めさせて頂いております。
　2021年度の郡山青年会議所の活動報告をさせて頂きます。
昨年度は「共創～共に創ろう笑顔を活気溢れる郡山の未来を
～」ということで、柳沼理事長にお務めを頂きました。昨年創立60
周年を迎えることができまして、郡山RC様を始め関係諸団体の
方々の多大なるご支援の下、60年という長きに亘り団体活動を継
続する事ができております。本当にありがとうございます。そして昨
年は東北青年フォーラムという東北地区の大会を郡山青年会議
所が主管をさせて頂きました。創立60周年記念式典は新型コロ
ナウイルス感染拡大状況を鑑み、オンライン開催を致しました。伝
統あるJC歌舞伎も60周年の中で収録をしてHPの中で配信をし
ております。二点目は創立60周年記念事業の実施ということで、ま
ちづくり事業としては「ミュージックトゥモロー郡山」という事業を展
開致しました。そして青少年育成事業として防災関係の事業を
二本柱で記念事業を実施しています。これも東北青年フォーラム
内で実施させて頂きました。三点目は創立60周年未来ビジョンの
策定です。未来ビジョンは今後５年間の、私ども郡山青年会議所
の活動の指針となるものです。SDGsの観点も絡めながら策定を
させて頂きました。社会・経済・環境を主軸として、地域ビジョンを
策定しております。私達はこの地域ビジョンの下、次のステージに
向けて運動を展開して参ります。昨年９月４～５日に「東北青年フ
ォーラムin郡山」と題しまして、東北地区大会を主管させて頂いて
おります。今回で第69回目を迎えます。「未来を切り拓け～開拓者
精神で共に奏でよう、東北六重奏～」というスローガンの下、東北
青年フォーラムを開催致しました。郡山に東北中の人を集めて、
本来であれば郡山の魅力を東北中に広めていく為に、そして地
元郡山の活性化に繋げるべく開催をしましたが、福島県のまん延
防止等重点措置の対象地域となってしまった期間と重なってしま
い、完全にWeb配信の形での開催に切り替えて開催をしました。
　本年につきましては「Just keep going！～前進あるのみ！～自ら
行動しよう、愛と笑顔が溢れる郡山の未来のために」と掲げさせ
て頂きました。最近ニュースでオミクロン株の感染が急拡大してお
りますが、そのウィズコロナという時代の中で郡山青年会議所とし

てどんな活動がして行けるのかということをしっかりと考えながら、
どんな困難が来ようとも決して立ち止まることなく前進し続けて、愛
すべき地元である郡山の為に郡山をよりよくして行こうという考え
の下、運動を展開して参りたいと思っております。具体的には４項
目を柱としまして、この町によりよい変化をもたらすことができるよう
に運動活動を展開して参ります。時代に即した会議運営というこ
とですが、昨今Web会議が普及してきております。それによって時
間の効率化は図られたと思いますが、またWeb会議が中心にな
ってしまったことで今までの膝を突き合わせての会議の重要性に
気づかされたということもあります。今後はデジタルのWeb会議と
膝を突き合わせての会議、両面の良さを享受できるように効果的
に使い分けていく事で、運動の最大化を図って参りたいと思いま
す。二点目は会員拡大です。現在郡山青年会議所は61名の会
員です。全盛期と比べますと半分以下ということで、だいぶ減って
来ています。郡山青年会議所の良い所をもっといろいろな方に発
信していくことで、会員拡大に繋げて参りたいと思います。三点目
は郡山の新しい価値の創出ということで、この町をより良くしたいと
思うパートナーの方は沢山いらっしゃると思います。そのような方々
と手を携えながら郡山という大きな町のポテンシャルを引き出して
行くことで、新たな価値を見出して郡山の活性化に繋げていきた
いと考えております。最後に持続可能な組織を目指してということ
ですが、会員数が毎年減少の傾向があります。それに伴って経
験年数も浅いメンバーが増えてきています。ただ時代は大きく変わ
りつつある中で、改めてその変化により柔軟に対応していくような
組織に生まれ変わっていく必要があると思っています。その変化
を的確にとらえて、より能動的で持続可能な組織を構築して参り
たいと思います。この４本を柱としまして本年度町の為に、郡山を
より良くする為に取り組んで参りたいと思います。今後とも皆様の
ご協力を賜れればと思います。

　　　20頁　ローターアクター奮闘記「男子生理用品を買う」
　　　29頁　ロータリーの親睦
縦組　　4頁　CSR・SDGsの時代に考える職業奉仕
　　　　9頁　とんかつと坂本龍馬を結ぶ
　　　13頁　私の一冊「もしも徳川家康が総理大臣になったら」

〒980‒0811  仙台市青葉区一番町 4‒6‒1
仙台第一生命タワービル 14 階

アサヒビール㈱南東北支社
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〒963‒8005  郡山市清水台 1‒7‒23

㈲ か ね い
代表取締役 橋　本　謙　一

☎ 932‒0318　　932‒0319
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す、第62代理事長の久保田雄大です。1983年の38才です。現
職は不動産業を営んでおりまして、㈱久保田ハウス専務取締役
です。不動産に関わることは賃貸・売買・仲介・管理・コンサルと全
てやっております。大学から地元を離れ、東京でNECに就職し
て、地方銀行システムのシステム開発をやっておりました。2017年
に郡山に戻って来まして、父が代表を務めております久保田ハウ
スに入社をして現在に至ります。私は2018年に入会、2019年に
事務局次長、そして東北地区協議会に東北青年フォーラム運営
委員会の幹事として出向しました。翌年も事務財政局の次長、そ
して同委員長として出向して経験を積ませて頂き、昨年副理事長
そして東北青年フォーラムの実行委員長、本年度理事長というこ
とで務めさせて頂いております。
　2021年度の郡山青年会議所の活動報告をさせて頂きます。
昨年度は「共創～共に創ろう笑顔を活気溢れる郡山の未来を
～」ということで、柳沼理事長にお務めを頂きました。昨年創立60
周年を迎えることができまして、郡山RC様を始め関係諸団体の
方々の多大なるご支援の下、60年という長きに亘り団体活動を継
続する事ができております。本当にありがとうございます。そして昨
年は東北青年フォーラムという東北地区の大会を郡山青年会議
所が主管をさせて頂きました。創立60周年記念式典は新型コロ
ナウイルス感染拡大状況を鑑み、オンライン開催を致しました。伝
統あるJC歌舞伎も60周年の中で収録をしてHPの中で配信をし
ております。二点目は創立60周年記念事業の実施ということで、ま
ちづくり事業としては「ミュージックトゥモロー郡山」という事業を展
開致しました。そして青少年育成事業として防災関係の事業を
二本柱で記念事業を実施しています。これも東北青年フォーラム
内で実施させて頂きました。三点目は創立60周年未来ビジョンの
策定です。未来ビジョンは今後５年間の、私ども郡山青年会議所
の活動の指針となるものです。SDGsの観点も絡めながら策定を
させて頂きました。社会・経済・環境を主軸として、地域ビジョンを
策定しております。私達はこの地域ビジョンの下、次のステージに
向けて運動を展開して参ります。昨年９月４～５日に「東北青年フ
ォーラムin郡山」と題しまして、東北地区大会を主管させて頂いて
おります。今回で第69回目を迎えます。「未来を切り拓け～開拓者
精神で共に奏でよう、東北六重奏～」というスローガンの下、東北
青年フォーラムを開催致しました。郡山に東北中の人を集めて、
本来であれば郡山の魅力を東北中に広めていく為に、そして地
元郡山の活性化に繋げるべく開催をしましたが、福島県のまん延
防止等重点措置の対象地域となってしまった期間と重なってしま
い、完全にWeb配信の形での開催に切り替えて開催をしました。
　本年につきましては「Just keep going！～前進あるのみ！～自ら
行動しよう、愛と笑顔が溢れる郡山の未来のために」と掲げさせ
て頂きました。最近ニュースでオミクロン株の感染が急拡大してお
りますが、そのウィズコロナという時代の中で郡山青年会議所とし

てどんな活動がして行けるのかということをしっかりと考えながら、
どんな困難が来ようとも決して立ち止まることなく前進し続けて、愛
すべき地元である郡山の為に郡山をよりよくして行こうという考え
の下、運動を展開して参りたいと思っております。具体的には４項
目を柱としまして、この町によりよい変化をもたらすことができるよう
に運動活動を展開して参ります。時代に即した会議運営というこ
とですが、昨今Web会議が普及してきております。それによって時
間の効率化は図られたと思いますが、またWeb会議が中心にな
ってしまったことで今までの膝を突き合わせての会議の重要性に
気づかされたということもあります。今後はデジタルのWeb会議と
膝を突き合わせての会議、両面の良さを享受できるように効果的
に使い分けていく事で、運動の最大化を図って参りたいと思いま
す。二点目は会員拡大です。現在郡山青年会議所は61名の会
員です。全盛期と比べますと半分以下ということで、だいぶ減って
来ています。郡山青年会議所の良い所をもっといろいろな方に発
信していくことで、会員拡大に繋げて参りたいと思います。三点目
は郡山の新しい価値の創出ということで、この町をより良くしたいと
思うパートナーの方は沢山いらっしゃると思います。そのような方々
と手を携えながら郡山という大きな町のポテンシャルを引き出して
行くことで、新たな価値を見出して郡山の活性化に繋げていきた
いと考えております。最後に持続可能な組織を目指してということ
ですが、会員数が毎年減少の傾向があります。それに伴って経
験年数も浅いメンバーが増えてきています。ただ時代は大きく変わ
りつつある中で、改めてその変化により柔軟に対応していくような
組織に生まれ変わっていく必要があると思っています。その変化
を的確にとらえて、より能動的で持続可能な組織を構築して参り
たいと思います。この４本を柱としまして本年度町の為に、郡山を
より良くする為に取り組んで参りたいと思います。今後とも皆様の
ご協力を賜れればと思います。
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