
　皆さん、おばんでございます。本日はご栄転なさる支店長・
支社長さんがお二方いらっしゃっています。後ほど退会のご
挨拶を頂戴したいと思います。皆様のご活躍を心よりご祈念
申し上げます。
　コロナもあり地震もあって、前回は休会をさせて頂きました
が、多分コロナも普通の風邪のようになってインフルエンザの
ような病気になってくるのかなという気がしております。私の年
度でこれが終わるのを切に願っています。このコロナ禍で国
税庁も緩和して、リモートワークもOKということでうちの会社も
従業員を信用してパソコンを家に持って行って家で仕事をす
るというリモートワーク体制をとりました。今は皆事務所に出勤
しておりますが、みんなの顔が見られて良かったなと思った矢
先にこの地震です。皆様の会社は大丈夫でしたでしょうか?
　本日は、こうして皆様と郡山RCの本骨頂でもあります親睦
を深める例会として、楽しんで頂きたいと思います。

会長挨拶
福島佳之 会長
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出席報告
佐藤　聡 委員長

◎コロナ、地震と皆様になかなかお会い出来
ませんでしたが、今日は皆様で親睦の輪を作りましょう。
 福島佳之君、阿部充宏君
◎皆様の友情とお励ましのお陰で昨日80歳になりました。あり
がとうございました。さて、郡山RCは歴史があるだけに、
年々高齢会員が多くなりました。各RCの模範となる、先輩
会員を大切にすることを伝統として頂きたいと思います。ま
た、優秀な支社長さん、支店長さんをお迎えしている郡山
RCは、ご栄転により短期での交代が宿命でもあります。新
会員の開拓が必要な時代に来ていることを痛感しておりま
す。最後に皆様のご健勝とご多幸、そして郡山RCの発展
を更に祈ります。 安倍元雄君
◎３年間お世話になりました。浜松にお越しの際は、ご連絡下
さい。 佐藤文和君
◎３月最後のRC、異動される方は大変お世話になりました。
 前田泰彦君
◎久し振りの夜の例会に参加でき、楽しみです。
 渡邊邦浩君、橋本　勝君、國津一洋君
◎お誕生祝い、有難うございました。私は3.11生まれです。
 平松敏郎君
◎３月誕生日で、おいしい魚を頂きありがとうございました!  
 平栗俊昭君

◎震災お見舞い申し上げます。 丸山　弘君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
阿部充宏 幹事

　４月15～17日に広島に親睦旅行を予定し
ております。メンバーが22名、ご夫人が５名の27名で行って
参ります。また、４月21日には観桜会を、総合福祉センターで
例会の後に、開成山のBestTableと柏屋の中庭を使って行
いたいと思いますので、大勢の皆さんに参加して頂ければと
思います。

親睦活動委員会報告
横山　大 副委員長

「コロナ禍におけるタクシー業界の現状」
　一般社団法人福島県タクシー協会
　　　　  専務理事　菊田善昭氏

次 回 第25回例会
令和4年4月14日㈭
ゲスト卓話

　本日は、久し振りに皆様のお顔をお互い拝見
して、おしゃべりをする楽しい時間にしたいなと思
います。１時間半と短い時間ではありますが、静かな声で近況報
告等々、和気あいあいと時間を過ごして頂ければと思います。宜
しくお願い申し上げます。

会長挨拶 福島佳之 会長

　我々人間は何の為に生まれて来るのか？
幸せになるため、楽しむために生まれて来る
んです。今日は久し振りの例会、大いに楽しみましょう!郡山RC
の益々の発展を祈念して乾杯致します。乾杯。

乾杯 新城義雄君

退会会員挨拶

　３年間大変お世話になりました。移動先は静岡県浜松市
になります。餃子や鰻が有名ですが、周りからは年中ゴルフ
ができるぞと言われております。自宅のある仙台に帰る時は必
ず郡山を通りますので、途中下車をして、また皆様とお会いで
きればいいなと思っております。今までありがとうございました。

支社長　佐藤文和君
東京海上日動火災保険㈱ 郡山支社

　２年半こちらでお世話になりました。台風19号がきた翌週
に着任しまして、ずっとコロナという状況でした。弊社が新築
のビルに移ったわずか３日目に転勤が言い渡されました。４月
１日から東京の本社に勤務いたします。郡山ロータリーでは本
当に色んなことを勉強させて頂いて感謝しております。今まで
ありがとうございました。

支店長　田島茂樹君
大和証券㈱ 郡山支店

　本日も例会への出席、ありがとうございます。

幹事報告
阿部充宏 幹事

懇　親　会

 ソングリーダー
高橋孝之君

手に手つないで

 中締め
平松敏郎君
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