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今年度もあと 4 回の例会となりました。最後までよろしくお願い
いたします。先週はロータリー公共イメージと認知度の向上の
ため、イオン郡山フェスタ店で私を含めて 6 名が、乳がん・子
宮がん検診の啓発チラシ配布の活動を行いました。お客様感
謝デーで多くのお客様がおられましたので、受診率も上がるこ
とが期待できると思います。

岩山慎一さん、土田博さん、
武藤起代子さん、小林真砂
子さんに誕生祝をお渡しし
ます。岩山さんには卆寿祝
をお渡しします。

会長挨拶 佐藤 功一 会長

　 岩山慎一　  蔭山寿一　  采女真弓　  大山三起雄
　 飯原由香　  小林真砂子

　 佐 藤　功一▶近内利男様の卓話を楽しみにしています。
　 鈴木かおる▶今年度最後の月になりました。よろしくお願
　　　　　　　      いいたします。
　 宗形　千鶴▶近内利男様、本日の卓話楽しみにしておりま
　　　　　　　　  す。
　 石堂　勝壽▶岩山慎一様、卒寿おめでとうございます。

▶開会点鐘　▶国家斉唱　▶ロータリーソング「奉仕の理想」　
▶ロータリーの目的・四つのテスト唱和　土田 博さん
▶ゲスト　 近内利男様（郡山市議会議員）

プログラム／ゲスト卓話

スマイルＢＯＸ報告 津野 順子 副委員長

総　　　員　33名

出　席　率　57.58％

前回修正率　48.48％

出席報告 小林 悦子 副委員長

出席
19名

欠席
14名

幹事報告  鈴木かおる 幹事

ゲスト紹介 宗形 千鶴 出席委員長

市議会議員
近内 利男 様

「人生に無駄な経験は無い」

6月の誕生祝い 石堂 勝壽 親睦活動副委員長

① 内藤清吾さんが5月31日付で退会届を提出され、今日の
　 の理事会で承認されました。
② 本名徹次さんの東京でのコンサートの案内が来ており
　 ます。チケット希望の方は幹事にお申し出ください。
③ 来週はクラブ協議会です。

近内利男様は市議として 3 期目を迎えられます。議員活動はも
ちろん、郡山に音楽堂をとして力を入れていらっしゃいます。

本日は貴重な時間をいただい
たことに感謝申し上げます。今
日のタイトルは、新成人に毎年
贈ってきた言葉です。市議会議
員に初当選した 53 才の時に、

それまでの自分を振り返ってみて、この言葉に尽きると思った
からです。今日は自己紹介として、生い立ちからお話しさせて
いただきたいと思います。
私は昭和 28 年 10月に、平田村の開拓農家の 6 人兄弟の末っ
子として生まれました。姉 4 人と兄がおります。私が小学生の
頃はまだ茅葺屋根で、土間や囲炉裏がありました。電気も水
道もなく、ランプの生活で、ガラスのほやを磨くのは手の小さ
な子供の仕事でした。私が小学 4 年の時に電気が入りました。
水はポンプ井戸で汲み上げ、バケツで山の上に運んで苗にか
けていました。
高校に進学する時が最初の転機でした。家から一番近い日大
東北高校の建築科に進学し、自炊の下宿生活や、兄のバイク
で通学しました。高校卒業後は東京の京成電鉄に行く予定でし
たが、手違いにより千葉の京成建設に行き、1 年後に本来の
予定だった京成電鉄に行きました。上野駅の地下駅工事のた
めに、押上にある本社に配属されました。電算室に勤務してい
た妻と知り合ったことが第二の転機でした。

第三の転機は福島に戻ったことです。父の勧めで国鉄に応募し
て合格し、千葉県冨里市出身の妻と共に平田に戻り、その後、
郡山に住みました。国鉄の福島建築区に配属され、給排水も
含めて建物の維持管理の仕事をしておりましたが、分割民営化
の嵐がやってきました。動力車労働組合の役員をしておりまし
たので、人材活用センターに集められて本来の業務ではない
ことをさせられました。会津、仙台、福島などに配属され、通
勤時間を利用して宅建の勉強をし、バブルの頃に合格しました。
第四の転機はビルテックに勤めたことです。常磐線のビル工事
の監督として湯本駅に行くことになりました。湯本駅前の本屋
で、たまたま全国若手市議会議員の会の「地方議員になるた
めには」を目にしました。監修者の一人が、いわき市議会議
員から県議会議員になり、現在のいわき市長の清水敏男さん
でした。私が住んでいる緑ヶ丘には市議会議員がいませんでし
たので、清水さんに電話してみました。30 分ほど話したことを
緑ヶ丘の有志に話し、私が候補に立つことになりました。地域
づくりの中で、ゼロからスタートして今年で 23 回目になる夏祭
りも、選挙の原動力となったと思います。選挙で大切といわれ
る地盤・看板・鞄が 3 つともありませんでしたので、その後が
大変でしたが、大方の予想を覆して当選しました。
私が 24 才の時に 4 人家族が住んでいたのは、木造二軒長屋
の桃見台の国鉄官舎でした。その生活を見た知人から生活保
護を勧められたことがあったので、当選して最初の個人研修は
生活保護を選びました。それから地域の役に立てるために軽ト
ラックを買いました。今日も軽トラで来ました。皆さんに配布し
た資料の中にある、11年前の当選直後の活動報告創刊号に「戒
石銘」を載せました。給料が税金から払われていることを肝に
銘じて働きなさいと理解し、市政運営の基本にしようと自分へ
の戒めとしております。当選してから自殺対策にも取り組んでき
ました。自殺対策基本条例を昨年成立させたことは、郡山市議
会の政策的条例の第一号となりました。
音楽関連も取り上げ、音楽堂の建設を行ってきております。郡
山の発展のために、貯水池跡地の利活用が最大のポイントで
あるとして、昨年 12 月の議会で提案しました。先月の音楽連
盟総会で私が会長に選ばれ、音楽によるまちづくりは経済効果
もあると強調していきたいと思っております。3 月 24 日に音楽

都市宣言をしてから 10 年経ちましたが、行政は何もしておりま
せんので、言い続けていかなければならないと思っております。
南米の森の中にいるクリキンディという、親指ほどの大きさのハ
チドリの話をご紹介します。森が火事になった時に、水のしずく
を一滴ずつ運んで「私にできることをしているだけ」と言ったと
いう話は、宮沢賢治の「雨にも負けず」かと思いまして、直筆
のコピーを資料の中に入れました。7 月 8 日のゴルフコンペの
ご案内も同封しました。

【お詫び】 会報の訂正
第42回会報 裏面右下の掲載に誤りがございました。
「スマイルＢＯＸ報告 津野順子 副委員長」と掲載いたしましたが、
正しくは「ロータリー公共イメージと認知度向上のための活動を実施」
です。訂正し、お詫び申し上げます。

開会点鐘
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▶閉会点鐘

ロータリー財団寄付者
■佐藤功一

ポリオ寄付者

■蔭山寿一

米山記念奨学会寄付者

■鈴木かおる　■津野順子　■佐藤功一　■白岩邦俊
■蔭山寿一　■采女真弓

プログラム／ゲスト卓話

① 内藤清吾さんが5月31日付で退会届を提出され、今日の
　 の理事会で承認されました。
② 本名徹次さんの東京でのコンサートの案内が来ており
　 ます。チケット希望の方は幹事にお申し出ください。
③ 来週はクラブ協議会です。

近内利男様は市議として 3 期目を迎えられます。議員活動はも
ちろん、郡山に音楽堂をとして力を入れていらっしゃいます。

本日は貴重な時間をいただい
たことに感謝申し上げます。今
日のタイトルは、新成人に毎年
贈ってきた言葉です。市議会議
員に初当選した 53 才の時に、

それまでの自分を振り返ってみて、この言葉に尽きると思った
からです。今日は自己紹介として、生い立ちからお話しさせて
いただきたいと思います。
私は昭和 28 年 10月に、平田村の開拓農家の 6 人兄弟の末っ
子として生まれました。姉 4 人と兄がおります。私が小学生の
頃はまだ茅葺屋根で、土間や囲炉裏がありました。電気も水
道もなく、ランプの生活で、ガラスのほやを磨くのは手の小さ
な子供の仕事でした。私が小学 4 年の時に電気が入りました。
水はポンプ井戸で汲み上げ、バケツで山の上に運んで苗にか
けていました。
高校に進学する時が最初の転機でした。家から一番近い日大
東北高校の建築科に進学し、自炊の下宿生活や、兄のバイク
で通学しました。高校卒業後は東京の京成電鉄に行く予定でし
たが、手違いにより千葉の京成建設に行き、1 年後に本来の
予定だった京成電鉄に行きました。上野駅の地下駅工事のた
めに、押上にある本社に配属されました。電算室に勤務してい
た妻と知り合ったことが第二の転機でした。

第三の転機は福島に戻ったことです。父の勧めで国鉄に応募し
て合格し、千葉県冨里市出身の妻と共に平田に戻り、その後、
郡山に住みました。国鉄の福島建築区に配属され、給排水も
含めて建物の維持管理の仕事をしておりましたが、分割民営化
の嵐がやってきました。動力車労働組合の役員をしておりまし
たので、人材活用センターに集められて本来の業務ではない
ことをさせられました。会津、仙台、福島などに配属され、通
勤時間を利用して宅建の勉強をし、バブルの頃に合格しました。
第四の転機はビルテックに勤めたことです。常磐線のビル工事
の監督として湯本駅に行くことになりました。湯本駅前の本屋
で、たまたま全国若手市議会議員の会の「地方議員になるた
めには」を目にしました。監修者の一人が、いわき市議会議
員から県議会議員になり、現在のいわき市長の清水敏男さん
でした。私が住んでいる緑ヶ丘には市議会議員がいませんでし
たので、清水さんに電話してみました。30 分ほど話したことを
緑ヶ丘の有志に話し、私が候補に立つことになりました。地域
づくりの中で、ゼロからスタートして今年で 23 回目になる夏祭
りも、選挙の原動力となったと思います。選挙で大切といわれ
る地盤・看板・鞄が 3 つともありませんでしたので、その後が
大変でしたが、大方の予想を覆して当選しました。
私が 24 才の時に 4 人家族が住んでいたのは、木造二軒長屋
の桃見台の国鉄官舎でした。その生活を見た知人から生活保
護を勧められたことがあったので、当選して最初の個人研修は
生活保護を選びました。それから地域の役に立てるために軽ト
ラックを買いました。今日も軽トラで来ました。皆さんに配布し
た資料の中にある、11年前の当選直後の活動報告創刊号に「戒
石銘」を載せました。給料が税金から払われていることを肝に
銘じて働きなさいと理解し、市政運営の基本にしようと自分へ
の戒めとしております。当選してから自殺対策にも取り組んでき
ました。自殺対策基本条例を昨年成立させたことは、郡山市議
会の政策的条例の第一号となりました。
音楽関連も取り上げ、音楽堂の建設を行ってきております。郡
山の発展のために、貯水池跡地の利活用が最大のポイントで
あるとして、昨年 12 月の議会で提案しました。先月の音楽連
盟総会で私が会長に選ばれ、音楽によるまちづくりは経済効果
もあると強調していきたいと思っております。3 月 24 日に音楽

都市宣言をしてから 10 年経ちましたが、行政は何もしておりま
せんので、言い続けていかなければならないと思っております。
南米の森の中にいるクリキンディという、親指ほどの大きさのハ
チドリの話をご紹介します。森が火事になった時に、水のしずく
を一滴ずつ運んで「私にできることをしているだけ」と言ったと
いう話は、宮沢賢治の「雨にも負けず」かと思いまして、直筆
のコピーを資料の中に入れました。7 月 8 日のゴルフコンペの
ご案内も同封しました。

【お詫び】 会報の訂正
第42回会報 裏面右下の掲載に誤りがございました。
「スマイルＢＯＸ報告 津野順子 副委員長」と掲載いたしましたが、
正しくは「ロータリー公共イメージと認知度向上のための活動を実施」
です。訂正し、お詫び申し上げます。


