
　皆さん、こんにちは。本日、お客様がお二人お
見えになっております。郡山西北RC会長の佐
久間俊男さん、そして創立45周年実行委員長を務めます浦部
公伸さんです。
　４・５月とスタートを切れるなと思った瞬間に、県内で一番の感
染者数が出たということでまた出鼻をくじかれるような感じですが、
創立記念日例会が５月19日に開かれます。それ以外に今月は観
桜会もございます。皆さんには楽しい郡山RCを実感して頂けれ
ばと思います。５月29日の例会がアネックスの会場の関係で、郡
山ビューホテルで開催という形になっています。何卒宜しくお願い
申し上げます。

会長挨拶 福島佳之 会長
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出席率／56.04％　前回修正率／100％
他クラブ出席／0名

出席報告
佐藤　聡 委員長

◎45周年のPRで伺いました。宜しくお願いします。
 郡山西北RC　佐久間俊男君、浦部公伸君
◎西北RC佐久間会長、浦部周年実行委員長をお迎えして…。
平栗さんの卓話、楽しみです。 福島佳之君

◎平栗さん、宜しくお願いします。ご栄転される皆様、お世話にな
りました。 阿部充宏君
◎野村証券、杉田観稚夫支店長のご入会を歓迎して。
 石黒秀司君
◎平栗支配人の卓話、楽しみにしています。
 湯浅大郎君、橋本　勝君、前田泰彦君、池田達哉君
 幕田宙晃君、菅野秀士君、高橋孝行君
◎お久し振りでございます。 佐藤尚宏君
◎会員卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。
 平栗俊昭君
◎結婚記念日のお花、ありがとうございました。大変きれいなお花
でした。平栗さんの卓話、楽しみにしております。

 伊野泰司君
◎結婚お祝い席、ありがとうございます。 佐藤修朗君
◎お祝い、ありがとうございます。 青木　誠君
◎４月28日、ゲスト卓話で安積国造神社の安藤智重宮司様が
参ります。マンガで読む安積艮歳を発行されました。受付で販
売しております。 初瀬照夫君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

　４月21日は観桜会、５月５日が休会、５月19日が
創立記念日例会となっております。本日は郡山ビューホテル常務
取締役総支配人である平栗俊昭君に卓話を頂きます。宜しくお
願いします。

プログラム委員会報告・紹介
山口　仁 副委員長

　去る３月12～13日、PETSにオンラインで参加して参りました。
グループディスカッション等、有意義な研修になりました。RI次期
会長のジェニファー・E・ジョーンズさんは、初の女性会長という
ことで大変注目されています。これから残り３ケ月間で十分勉強し
まして、会長として役目を果たせるように頑張って参ります。

会長エレクト研修セミナー
（PETS）報告

佐藤尚宏君

観桜会
例　会
　郡山市総合福祉センター（市役所北側）
観桜会
　BestTable＆開成柏屋中庭ポケットガーデン

次 回 第26回例会
令和4年4月21日㈭

　去る３月13日は私の父親の葬儀に対しまして、
皆様からの多大なるお心遣いを賜りまして本当
にありがとうございました。改めてロータリーの友情を感じさせて
頂きました。

二瓶健一君

　西北RC創立45周年記念講演会の講師とし
て会津大学学長の宮崎先生をお迎えすることに
なりました。是非とも郡山ロータリーの皆様のご拝聴を賜りたいと
思います。

佐久間俊男 西北RC会長

　45周年記念講演の期日は５月28日、会場は
この郡山ビューホテルアネックス４階花勝見で
す。郡山RCから生まれて45周年の西北RCですので、是非父
兄の皆様には子供の成長を見届けに来て頂きたいと思っており
ますので、宜しくお願い致します。

浦部公伸創立45周年実行委員長

会員卓話

郡山ビューホテル（株）
  常務取締役支配人 平栗俊昭君

「コロナ禍における
　　　　　　  ホテル業界」

　今日の午前中の発表では、コロナの新規感染者は600人を大

新会員紹介
　杉田さんのご紹介をします。役職は野村證券
㈱郡山支店支店長です。現在、台東区にお住
まいで、現在40歳です。出身大学は早稲田大学。ご家族は奥
様とご長女の３人家族です。趣味が筋トレ、音楽鑑賞です。

石黒秀司君

幹事報告
　例会変更のお知らせが、各テーブルにあります。

　親睦旅行について、４月15～17日に広島方面に行って参りま
す。３月の地震から復旧した新幹線のダイヤがまだ決まっておら
ず、詳細がまだご案内できない状況です。次に、４月21日に観
桜会を行います。５時20分集合でバスを出します。また、５月15
日㈰はマージャン大会を予定しており、１時半集合、場所は王朝
で行います。参加宜しくお願いします。

阿部充宏 幹事

新入会員挨拶

　ロータリーの奉仕の精神は、まさしく野村證券が目指すべきこと

支店長　杉田観稚夫君
野村證券㈱ 郡山支店

親睦活動委員会報告
横山　大 副委員長

　3日／根本鎮郎君、西迫耕一郎君　12日／阿部充正君
13日／成田英樹君　17日／遠藤友紀晴君
18日／今泉正規君　20日／高橋孝行君
21日／池田惣一君　27日／大槻　努君、松本明人君

4月誕生日祝い

　3日／高橋良和君　　4日／青木　誠君
　5日／伊野泰司君　　6日／福島佳之君
　8日／鈴木　淳君　12日／七海重貴君
14日／鈴木正晃君　18日／大山勇起君
19日／五十嵐酋平君　20日／遠藤友紀晴君
21日／佐藤修朗君　23日／横田重一君（金婚）、横山　大君
26日／橋本　勝君　27日／石井祐一君、松本明人君
30日／星　北斗君

4月結婚記念日祝い

だと思っています。歴史と伝統のあるこのRCにようやく参加でき
ることを、本当に嬉しく思います。今後とも宜しくお願いします。
 所属　親睦活動委員会
 推薦人　大野勝久君、石黒秀司君

きく超えています。３月の重点措置解除後に県が発表したクラス
ターの104件中、飲食店での発生はわずか２件にとどまっており、
これからは感染対策を講じながら社会の経済活動の再生に取り
組んで行くことになると思いますし、そうあって欲しいと思っており
ます。
　私共は、ホテル・旅館＋飲食店＋宴会場ということで、非常にダ
メージが大きいところです。隣県では、仙台勝山館が去年の６月
で営業終了。国際ホテルは宴会場が営業停止。宇都宮グランド
も去年の７月に営業終了、青森国際はこの５月で営業終了となり
ます。当ホテルでは、安全と健康維持を図りながら、消毒剤の使
用、検温カメラ設置など、様々な手段で安全・安心を徹底してお
客様にご利用頂いております。またワーキングスペースとしての客
室の貸し出しなど新しい試みも行っております。また、私どもとホテ
ルハマツさん、チサンホテルさん、ホテルクラウンヒルズさん、この４
社は去年２月の地震で非常に傷み、その改修をグループ補助金
で行っている最中だったのですが、本年３月の地震により再度グ
ループ補助金による改修を検討しているところです。また、ここ２
年のインバウンド需要は福島県は全国で43番目という非常に低
い実績です。令和２年度はコンベンションがわずか374件開催で
した。
　ところで、来週18日に新聞紙上に出る予定ですが、４月から郡
山ビューホテルは生まれ変っております。まずロゴマークが変わり
ました。スタッフのネームプレートも変わります。その内容は日本ビ
ューホテルとの提携契約終了です。ただ社名は変わりません。当
ホテルは８月１日から単独での営業活動をしていくということにな
ります。是非また宴会がやれるような環境になりましたら、更なる皆
様のご支援ご協力を賜りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052
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ルハマツさん、チサンホテルさん、ホテルクラウンヒルズさん、この４
社は去年２月の地震で非常に傷み、その改修をグループ補助金
で行っている最中だったのですが、本年３月の地震により再度グ
ループ補助金による改修を検討しているところです。また、ここ２
年のインバウンド需要は福島県は全国で43番目という非常に低
い実績です。令和２年度はコンベンションがわずか374件開催で
した。
　ところで、来週18日に新聞紙上に出る予定ですが、４月から郡
山ビューホテルは生まれ変っております。まずロゴマークが変わり
ました。スタッフのネームプレートも変わります。その内容は日本ビ
ューホテルとの提携契約終了です。ただ社名は変わりません。当
ホテルは８月１日から単独での営業活動をしていくということにな
ります。是非また宴会がやれるような環境になりましたら、更なる皆
様のご支援ご協力を賜りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

〒963‒8032  郡山市字下亀田 10‒2

宮川包装資材㈱
代表取締役 宮　川　雄　次

☎ 932‒2122　　923‒1949
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052


