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国際ロータリー第2530地区ガバナー　志賀 利彦 
郡山アーバンロータリークラブ　会長　松川 義行　幹事　井上　厚

▶小口憲太朗 国際奉仕委員長
「新型コロナウイルスについて」

世界中がコロナで大変なことになっておりま
す。我 も々知っておかなくてはいけないと思
いましてお話をさせていただきます。去年夏
頃の国別の死亡者数と活動制限度のグラフ
を見ると、活動制限は日本が一番緩く、韓
国が一番厳しいとされていますが、100 万
人あたりの死亡率は日本も中国も韓国もほ
ぼ同じです。ヨーロッパやカナダ、米国は厳

しく活動を制限していますが死亡者数が多く、「自粛規制度と死亡率
は逆相関」とされています。封じ込めがうまくいけば犠牲者が少ない
とされています。新型コロナウイルスの死亡率はそれほど高くなく、
毒性は低いのですが、 感染力がとても強く、潜伏期間が長めで感染
して 1 週間程度は症状が出ないため、普通に生活をしてウイルスを 
拡散するケースもあり、封じ込めができなかったわけです。 100万人
あたりの死亡率では、日本は欧米に比べると3 桁ぐらい違っています。
もうひとつ、日本人よりも日本にいる外国人に重症化する人が多い
のはなぜかという疑問があります。4 つの風邪コロナはアジアに土着
している ウイルスで、欧米にはあまりいないようです。アジアの人た
ちは毎年弱い風邪コロナの洗礼を受けているために、 免疫の機構が
働いたのではないかという話があります。 井上正康先生が去年本を
出版され、今年さらに医療だけでなく政治・経済もからんでいるとし
て、松田学先生との共著で「新型コロナが本当にこわくなくなる」と
いう本を出されました。うろたえずに落ち着いて生活してはどうかと
いうことです。

10月24日 (日 )に猪苗代湖の松橋浜で行われた水草回収作業に
参加しました。

11月 7日 ( 日 ) に、いわき小名浜で地区大会がございました。コ
ロナ対策のため会長・幹事のみ現地で参加し、会員の皆様は
Web でご視聴いただくという形式でした。地区大会の中で、地区
リーダー研修として、2650地区パストガバナーの刀根荘兵衛様が、
10 数年の RI のさまざまな変化を詳細に分かりやすく説明されまし
た。RI の規定審議会でいろんな変更をしてきていることを体系的に
ご説明いただいたのは初めてでした。我 も々RIの一員ですから、変
化を知らずにクラブの運営をしていくことはできません。まさに当ク
ラブも戦略計画ということでビジョ
ンができたばかりですので、非常
にタイムリーな話題であったと考え
ております。続いて記念講演として、
つづく株式会社 CEO の井領明広
さんが、中小企業の デジタルトラ
ンスフォーメーションの取り組みに
ついて話されました。地区のホー
ムページから見ることができます。
非常に参考になると思います。

▶ 指名委員会について 松川義行 会長
クラブ細則第 3 条第 1節により、本日が 12月年次総会の1 ヶ月
前の例会です。今年度会長幹事の私と井上さん、 次年度会長幹事
の味戸さんと増子さん、会員 3 名は指名委員長として土田さん、
鈴木さん、采女さんを指名委員として選出し、次年度役員理事を
年次総会で決定するとこととしたいと思いますが、皆様のご承認を
いただけますでしょうか。( 拍手により承認 ) 指名委員会で次年度 
役員理事について検討していきたいと思います。

▶ 11月の誕生祝い 宮﨑登志行 親睦活動委員長
今月お誕生日の方は宗形千鶴さん、滝田幸子さんですが、欠席で
すのでお祝いのお花はお届けいたします。

▶ 幹事報告・理事会報告 井上 厚 幹事
①ガバナー候補者に郡山北 RC の早川敬介さんが決定されたと地
区から連絡がありました。
②地区大会の動画は地区のホームページから見ることができますの
でぜひご覧ください。
③「レディロータリアンの交流の集い」の動画視聴が可能だそうで
す。URLは事務局からお知らせします。
④例会前の理事会で12月のプログラムが決定しました。 
12/8ゲスト卓話　12/15クラブ総会 　12/22アーバンナイト

第11回例会 通算第1111回例会 令和 3年 11月 17日 ( 水 )

会員数 30 名 / 出席 15 名 / 欠席 15 名
出席率 50％ / 前回修正率 53.33%出席報告

松川義行 会長

プログラム:会員卓話
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12:30~13:30 ホテルハマツ
▶ 国歌斉唱・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 内田朝美さん

猪苗代湖松橋浜の水草回収作業



K O R I Y A M A  U R B A N  R O T A R Y  C L U B

国際ロータリー第2530地区 郡山アーバンロータリークラブ MONTHLY REPORT

12:30~13:30 ホテルハマツ
▶ ロータリーソング斉唱「我らの生業」
▶ 四つのテスト唱和 采女真弓さん
▶ ゲスト: 伊野勝彦様 (郡山安積RC)

              

松川義行 会長

プログラム：ゲスト卓話

第12回例会 通算第1112回例会 令和 3 年 11月 25 日 (水 ) 

 

              土屋繁之様 (郡山コスモスRC)
              土屋久美子様 (郡山安積RC)

30 周年までのビジョンをレターボックスに配付いたしました。戦略
計画委員会でたたき台を作っていただいて、例会のフォーラムで皆さ
んに議論していただき、最終的に理事会で決定して作成したもので
すので、改めてご覧いただければと思います。その中にもありますが、
当クラブは中央分区で初めて女性会員が入ることができるクラブとし
て誕生し、設立当初から多様性のあるクラブという特色を持っており
ます。本日のゲストの伊野勝彦様は設立時の分区代理であり、土屋
繁之様は郡山南 RC から来ていただいたキーメンのお一人でしたの
で、貴重なお話を伺うことができることを本当に楽しみにしております。

▶ 米山功労者 マルチプル表彰
藤田弘美さんに米山功労者マルチプ
ル第 8回表彰が届いております。

▶ 幹事報告 井上 厚 幹事
入会候補者情報ワークシートを配付しました。橋本弘幸会員増強委
員長にご提出をお願いします。

「郡山アーバンRC創立当時の思い出について」
▶ ゲスト紹介 安中利夫 ロータリー情報委員長
伊野勝彦様と土屋繁之様にお忙しい中をおいでいただきました。お
二人から設立当時のお話をうかがい、当クラブの原点を知り、今後
の活動に生かしていきたいと思い ます。

▶ 土屋繁之様 (郡山コスモスRC)
私が郡山アーバン RC から郡山コスモス
RC に移籍したのは、 郡山南 RC に入会し
てまだ 3 年目の 2015 年でした。無我夢
中だったためにあまり思い出すものがなく、
心もとないため伊野さんにお願いして時間
をとっていただきました。実は今日は私の
母土屋陽子の命日です。母は郡山アーバン
RC のチャーターメンバーです。この日にこ
こで話をさせてもらうのもご縁であり、非常に思い出深い時間になる
と思っております。 会員数 30 名 / 出席 17 名 / 欠席 13 名

出席率 56.67% / 前回修正率 56.67%出席報告

采女真弓さんのお父様の本田英治さん、今野正明さん、佐藤干城
さん、私の 4 人がキーメンとして、郡山南 RC から郡山アーバン
RCに来ました。本田さんが初代会長となり、 ロータリー歴20年の
今野さんと佐藤さんがサポートされ、 私が幹事に任命されました。
本田さんは私の父が郡山南 RC 会長のときの幹事でした。郡山南
RC にずっと在籍されたかったことと推察しますが、父に頼まれて仕
方なく移籍されたのだと思います。郡山アーバン RC は中央分区の
ご支援があって設立されました。中央分区 7 クラブ全体から推薦を
いただいて、最終的に 42 名のチャーターメ ンバーが選考されまし
た。大枠は郡山南 RC が作りましたが、具体的なことはキーメン 4
人がいろいろ話し合いました。本田さんは「女性会員のいるクラブ
だから、お互いに 『さん』で呼ぼう」と、しつこいほどに話されてい
ました。絵の集まりのチャーチル会でも重要な立場におられた本田 
さんがデザインされたバナーを見るたびに思い出します。

▶ 伊野勝彦様 (郡山安積RC)
皆さんのお顔を久しぶりに拝見すること
ができ、本当にうれしく思います。歴史
は大事にしなければなりませんが、 知っ
ている人がいなくなっていくと、だんだん
薄れてしまいます。今日はいい機会だと
思い、土屋先生に同行しました。郡山アー
バン RC ができたきっかけは、郡山 RC
の初瀬行雄ガバナーが、地区目標の中
に「女性問題の解決」という項目を掲げ

たことでした。 それまでのガバナーも女性入会促進と言ってはいまし
たが、女性は 1 人も入りませんでした。地区とガバナーとの打ち合
わせの席で、私は初瀬さんに「最初から女性のいる 8 番目のクラブ
を作れば、新しいクラブができるし、会員増強もできて、一石三鳥
ではないですか」と率直に話し、 「ではそれをやろう」ということにな
りました。 郡山アーバン RC のスポンサークラブは郡山南 RC です。 
郡山安積 RC のスポンサークラブも郡山南 RC です。郡山 南 RC
のスポンサークラブは郡山西 RC です。郡山南 RC の 湯田継夫さ
んと時間をかけて話し合い、湯田さんから土屋繁一さんに特別代表
の話をして、納得していただきました。名称は土屋先生が決め、女
性が入る都市型のクラブとして郡山アーバンRCが出発することにな
りました。さらに、中央分区7クラブが協力するという、前例のない
形で作られました。新しいクラブを作るには会員増強、資金、 テリト
リーの問題があります。会員増強の面でも、財政的にも、中央分区
の全クラブが応援・協力しようということになり、1人 1500 円を出
しました。今はテリトリーはオープンですが、クラブごとにテリトリー
が決まっていましたので、 郡山南、安積、西がそれぞれのテリトリー
を提供しました。 ですから皆さん、これからも頑張って活動してくだ
さい。


