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国際ロータリー第2530地区ガバナー　鈴木　 邦典
会長　佐藤　 功一
幹事　鈴木かおる

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

第 45回例会   H.30.6.20㊌ ☂
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例会日 水曜日12：30
事務所 〒963-8001 郡山市大町1-2-17 大一ビル１F　tel.024-923-0847 fax.024-939-5678 HP http://k-urb.ri2530.jp

例会場 ホテルハマツ郡山市虎丸町3-18　tel.024-935-1111
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今日で私の大役が終わります。役員・理事の退任のご挨拶、次
年度の理事の挨拶をよろしくお願いします。
突然ですが、小林由拓会長エレクトが体調不良により、次年度
会長を引き受けることが困難との申し出がありました。本日の例
会終了後に次年度臨時理事会を開催し、決定事項は来週の最
終例会で発表したいと思います。

本名徹次さんが指揮をされるベトナ
ム国立交響楽団のコンサートの案内
が来ております。7月18日に大阪のザ・
シンフォニーホール、7 月 20 日に東
京のサントリーホールで開催されま
す。ぜひお聴きいただければと思い
ます。

会長挨拶 佐藤 功一 会長

　 岩山慎一　  向山良作  　宮﨑登志行  　渡邊万里子
　 橋本弘幸  　飯原由香  　味戸誠一郎  　津野順子

　 佐 藤　功一▶役員・理事退任のご挨拶よろしくお願いいた
　　　　　    します。
　 鈴木かおる▶年度最後の通常例会です。いろいろお世話
　　　　　     になりました。心より感謝申し上げます。
　 藤田　弘美▶来週もありますが本日最後のスマイルです。
　 鈴木　尚子▶最後の通常例会。会長・幹事・役員の皆様、
   1年間ありがとうございました。感謝。
　 大山三起雄▶会長・幹事・役員の皆さんお疲れ様でした。

▶開会点鐘　▶ロータリーソング「奉仕の理想」　
▶四つのテスト唱和　宮﨑登志行さん

プログラム／理事・役員退任挨拶

スマイルＢＯＸ報告 津野 順子 副委員長 幹事報告 鈴木 かおる 幹事

鈴木尚子 国際奉仕委員長

総　　　員　33名

出　席　率　54.55％

前回修正率　60.61％

出席報告 鈴木 かおる 幹事

出席
18名

欠席
15名

お陰様で「一本の水路」のアニメーションが完成し、19 日にホ
テルハマツのロビーで公開試写会を開催し、約 50 名が集まり
ました。来週 29 日に郡山市長・教育長はじめ来賓をお迎えし、
今年度会長・幹事、前年度会長・幹事にお集まりいただいて、
ホテルハマツで完成披露会と祝賀会を開催します。2 年にわた
る事業でしたが、お陰様でひとつの形ができました。皆様に感
謝申し上げます。
本名徹次後援会のコンサートバスツアーの企画に参加ご希望の
方はお申し出ください。

例会終了後に次年度理事会を開催しますので、次年度理事役
員の皆様はよろしくお願いします。

佐原元パストガバナーの「超我の奉仕賞」受賞祝賀会がビュー
ホテルアネックスで開催されました。福島民報の記事を回覧し
ます。

■ 宮﨑登志行　直前会長
「一本の水路」制作委員として、中央分区 10 クラブのメンバー
とともに楽しく1 年を過ごさせていただきました。台湾にも行き
まして交流を深めさせていただきました。合同事業も 8 月には
完成し、上旬には完成披露パーティーを行うとの連絡をいただ
いております。

■ 白岩邦俊　Ｓ．Ａ．Ａ．・副会長
S.A.A. として、皆さんに例会を楽しく過ごしていただけるように
工夫しました。座席の固定化を改善したいと思いまして、時 く々
じ引きでテーブルを決めました。年度途中から突然に副会長と
いう役職をいただき、並行して進めてきました。なんとか無事
に務めを果たせたかと思います。いろいろありがとうございまし
た。

■ 渡邊万里子　親睦活動委員長
諸先輩にご指導をいただき、いろいろなことを学ぶことができ
たと思います。次年度もよろしくお願いいたします。

■采女真弓 プログラム委員長
各委員会の皆様にご協力をいただき、多岐にわたるプログラム
で、私自身が大変勉強になりました。プログラム委員会は
S.A.A. ともつながりがあることを学ばせていただきました。皆様
のご支援とご協力ありがとうございました。

■大山三起雄 職業奉仕委員長
9 月に無料困り事相談会を行いました。長尾副委員長はじめ皆
様に大変お世話になり、ありがとうございました。

■松川義行 副幹事
台湾の新竹東北 RC と日月潭 RC との共同事業のグローバル補
助金の手続きは、送金手続き等も終わり、年度内に終了するこ
とができました。式典は年度内に行うことはできませんでしたが、
次年度は引き続き報告手続き等をさせていただきます。

■橋本弘幸 戦略計画委員長
時代に合わせて変化させていくために「温故知新」「不易流行」
として、パスト会長に設立時の思いなどをお話しいただきまし
た。郡山アーバン RC をさらに良くしていこうということで、委
員長を3年間務めさせていただきました。

■佐藤功一 会長
RI 会長テーマの「ロータリー：
変化をもたらす」を考えて行動
してきました。水曜日は診療を
休診にしてロータリーに専念し
ようと決め、時間を有効に使う
ことで精神的にこれまでとは違う時間の贈り物をいただきまし
た。実務的には、鈴木邦典ガバナーが掲げられた重点事項の
ひとつの「公共イメージと認知度の向上」を第一の目標としま
した。うねめまつりに10名が参加して踊りました。5月30日に
イオンモール郡山フェスタ店での啓蒙活動に 6 名が参加しまし
た。当日は感謝デーで多くのお客様が来られ、認知度の向上
に寄与できたものと思います。
味戸さんにお世話になり、米山記念奨学生のクエンさんが無

事に卒業し、現在は郡山の会社に勤めています。困り事相談、
中学野球大会、聴覚支援学校と希望ヶ丘学園への支援の継続
事業を行うことができました。新竹東北ＲＣの会長交代式に白
岩副会長が出席され、幸手中央ＲＣ創立 20 周年に 10 名が出
席し、姉妹・友好クラブとの交流も無事に終わりました。
残念なことは純増 2 名の目標を掲げましたが、佐藤洋子さん
の不慮の事故もあり、3 名減少となりました。楽しく元気に例
会を開催することをモットーとして、1 年間をなんとか過ごすこ
とができました。鈴木幹事には本当にお世話になりました。あ
りがとうございました。

■鈴木かおる 幹事
振り返るとあっという間の 1年でした。楽しいプログラムで出席
率を上げたいと思いましたが、なかなか思うようにできません
でした。佐藤洋子さんの突然の不慮の事故は本当に悲しく思
いますが、岩山慎一さんの卒寿のお祝いができたことはクラブ
としての喜びです。やさしい会長のお陰で、無事に幹事を務め
ることができました。会員の皆様に心より感謝申し上げます。

■松川義行 次年度幹事
小林由拓会長エレクトが体調不良とのことで、例会後の次年度
理事会で話し合われます。次年度の会長を補佐してクラブを盛
り上げていきたいと思いますので、皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。

宮﨑登志行 「一本の水路」制作委員

采女真弓 プログラム委員長
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▶閉会点鐘

ロータリー財団寄付者
■橋本弘幸　■宮﨑登志行　■鈴木尚子

ポリオ寄付者

■宮﨑登志行　■佐藤功一　■橋本弘幸

米山記念奨学会寄付者

■鈴木かおる　■津野順子　■佐藤功一　■橋本弘幸
■味戸誠一郎　■白岩邦俊　■鈴木尚子　■長尾　勉
■大山三起雄　■宮﨑登志行

プログラム／理事・役員退任挨拶

お陰様で「一本の水路」のアニメーションが完成し、19 日にホ
テルハマツのロビーで公開試写会を開催し、約 50 名が集まり
ました。来週 29 日に郡山市長・教育長はじめ来賓をお迎えし、
今年度会長・幹事、前年度会長・幹事にお集まりいただいて、
ホテルハマツで完成披露会と祝賀会を開催します。2 年にわた
る事業でしたが、お陰様でひとつの形ができました。皆様に感
謝申し上げます。
本名徹次後援会のコンサートバスツアーの企画に参加ご希望の
方はお申し出ください。

例会終了後に次年度理事会を開催しますので、次年度理事役
員の皆様はよろしくお願いします。

佐原元パストガバナーの「超我の奉仕賞」受賞祝賀会がビュー
ホテルアネックスで開催されました。福島民報の記事を回覧し
ます。

■ 宮﨑登志行　直前会長
「一本の水路」制作委員として、中央分区 10 クラブのメンバー
とともに楽しく1 年を過ごさせていただきました。台湾にも行き
まして交流を深めさせていただきました。合同事業も 8 月には
完成し、上旬には完成披露パーティーを行うとの連絡をいただ
いております。

■ 白岩邦俊　Ｓ．Ａ．Ａ．・副会長
S.A.A. として、皆さんに例会を楽しく過ごしていただけるように
工夫しました。座席の固定化を改善したいと思いまして、時 く々
じ引きでテーブルを決めました。年度途中から突然に副会長と
いう役職をいただき、並行して進めてきました。なんとか無事
に務めを果たせたかと思います。いろいろありがとうございまし
た。

■ 渡邊万里子　親睦活動委員長
諸先輩にご指導をいただき、いろいろなことを学ぶことができ
たと思います。次年度もよろしくお願いいたします。

■采女真弓 プログラム委員長
各委員会の皆様にご協力をいただき、多岐にわたるプログラム
で、私自身が大変勉強になりました。プログラム委員会は
S.A.A. ともつながりがあることを学ばせていただきました。皆様
のご支援とご協力ありがとうございました。

■大山三起雄 職業奉仕委員長
9 月に無料困り事相談会を行いました。長尾副委員長はじめ皆
様に大変お世話になり、ありがとうございました。

■松川義行 副幹事
台湾の新竹東北 RC と日月潭 RC との共同事業のグローバル補
助金の手続きは、送金手続き等も終わり、年度内に終了するこ
とができました。式典は年度内に行うことはできませんでしたが、
次年度は引き続き報告手続き等をさせていただきます。

■橋本弘幸 戦略計画委員長
時代に合わせて変化させていくために「温故知新」「不易流行」
として、パスト会長に設立時の思いなどをお話しいただきまし
た。郡山アーバン RC をさらに良くしていこうということで、委
員長を3年間務めさせていただきました。

■佐藤功一 会長
RI 会長テーマの「ロータリー：
変化をもたらす」を考えて行動
してきました。水曜日は診療を
休診にしてロータリーに専念し
ようと決め、時間を有効に使う
ことで精神的にこれまでとは違う時間の贈り物をいただきまし
た。実務的には、鈴木邦典ガバナーが掲げられた重点事項の
ひとつの「公共イメージと認知度の向上」を第一の目標としま
した。うねめまつりに10名が参加して踊りました。5月30日に
イオンモール郡山フェスタ店での啓蒙活動に 6 名が参加しまし
た。当日は感謝デーで多くのお客様が来られ、認知度の向上
に寄与できたものと思います。
味戸さんにお世話になり、米山記念奨学生のクエンさんが無

事に卒業し、現在は郡山の会社に勤めています。困り事相談、
中学野球大会、聴覚支援学校と希望ヶ丘学園への支援の継続
事業を行うことができました。新竹東北ＲＣの会長交代式に白
岩副会長が出席され、幸手中央ＲＣ創立 20 周年に 10 名が出
席し、姉妹・友好クラブとの交流も無事に終わりました。
残念なことは純増 2 名の目標を掲げましたが、佐藤洋子さん
の不慮の事故もあり、3 名減少となりました。楽しく元気に例
会を開催することをモットーとして、1 年間をなんとか過ごすこ
とができました。鈴木幹事には本当にお世話になりました。あ
りがとうございました。

■鈴木かおる 幹事
振り返るとあっという間の 1年でした。楽しいプログラムで出席
率を上げたいと思いましたが、なかなか思うようにできません
でした。佐藤洋子さんの突然の不慮の事故は本当に悲しく思
いますが、岩山慎一さんの卒寿のお祝いができたことはクラブ
としての喜びです。やさしい会長のお陰で、無事に幹事を務め
ることができました。会員の皆様に心より感謝申し上げます。

■松川義行 次年度幹事
小林由拓会長エレクトが体調不良とのことで、例会後の次年度
理事会で話し合われます。次年度の会長を補佐してクラブを盛
り上げていきたいと思いますので、皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。

報告事項

佐原元パストガバナーが、ロータリーでの最高の名誉とされる
「国際ロータリー 超我の奉仕賞」を受賞され、6月17日(日 )
に受賞祝賀会が開催されました。

松川　義行
郡山市芳賀 2-5-20
TEL 024-944-7980

宮﨑　登志行
郡山市並木 3-5-3

TEL 024-934-2515

6月24日(日 )宇津峰カントリークラブにて
佐藤会長杯が開催されました。


