ク ラ ブ の 歴 史
1997.04.05

創立総会

1997.04.16

RI加盟認証

2005.11.16

1997

初代会長

1997.06.28

国際RC加盟認証伝達式

1997－1998

２代会長

1998－1999

鬼塚喜八郎氏講演会
（郡山南RC・安積RC・郡山アーバンRC共催）

本田英治

幹事

土屋繁之

2006.04.15

10周年記念式典

幹事

土屋繁之

2006.06.03

岸和田東RC30周年

平成記念郡山こどものもり公園へベンチ５基寄贈

本田英治

RI第5330地区
（南カリフォルニア州）

2006－2007

11代会長

GSEとの交流

2006.08.26

第７回郡山アーバンRC杯中学野球大会（富田中学校）

３代会長

今野正明

幹事

藤田弘美

味戸誠一郎

幹事

蔭山寿一

2006.10.14

第４回無料困り事相談会開催（職業奉仕）

野球愛好会発足

2007.01.10

コシノヒロコさん名誉会員となる

1998.11.20

佐藤信さん名誉会員となる

2007.01.21

郡山西RC合同ゴルフコンペ（JUNクラシックCC）

1999.04.00

米山カウンセラークラブとなる

2007.05.16

郡山西RC合同例会開催（ベルヴィ）

米山奨学生

2007－2008

12代会長

2007.08.24

第８回郡山アーバンRC杯中学野球大会（明健中学校）

1999.06.18

1999－2000

陳

獻石さん（台湾）

聾学校と養護学校とのふれあい会

４代会長

佐藤八千代

幹事

味戸誠一郎

2007.10.02～08

鈴木尚子

幹事

向山加津子

RI第5500地区（アリゾナ州）GSEとの交流

RI第5330地区
（南カリフォルニア州）

2007.10.28

GSE鈴木由利佳さん派遣

2008.01.17

郡山南RC・郡山コスモスRC合同例会開催

2008.02.03

郡山西RC合同ゴルフコンペ（JUNクラシックCC）

2008.02.13

郡山西RC合同例会開催

佐藤干城

2000－2001

５代会長

2000.12.21

尚志高校野球部へ応援横断幕寄贈

2001.03.03

IM主管

2008.06.08～12

ベトナム国立交響楽団楽譜寄贈

2001.03.23

米山カウンセラークラブとなる

2007.04～2008.04

米山カウンセラークラブとなる

2001.04.07

５周年記念例会（四季彩一力）

2008－2009

13代会長

2001.05.12

第１回郡山アーバンRC杯中学野球大会（三穂田中学校）

2008.08.23

第９回郡山アーバンRC杯中学野球大会（日和田球場）

2001.06.22

駅前交番に案内板、パソコン寄贈

2008.08.29

コンサート後援（向山良作デュオ）

2001－2002

６代会長

2008.10.22

第6回無料困り事相談会開催（労働福祉会館）

2001.08.18

第2回郡山アーバンRC杯中学野球大会（日和田中学校）

2009.02.24

幸手中央ロータリークラブ懇親会（四季彩一力）

2001.09.08

うつくしま未来博覧会移動例会

2009.03.22

岸和田東ロータリークラブ懇親会（仙台市）

2002－2003

７代会長

2009.04.22

リュウ・イン女史講演会

財団奨学生派遣

米山奨学生

催

幹事

添田善一郎

第５回無料困り事相談会開催（労働福祉会館）

高橋義也（カナダ２年）

2008.04.16

洛運さん（韓国）

岩山慎一

髙橋

功

幹事

幹事

優良従業員表彰

米山奨学生

鈴木信一

近藤靖子

例会日変更（水曜日）

2009.06.29

2002.08.24

第３回郡山アーバンRC杯中学野球大会（安積中学校）

2002.09.15

岸和田東RC訪問
（だんじり祭り）

2002.09.16

岸和田東RC友好クラブ締結

2002.09.29

福島県立聾学校との交流（国技館相撲招待）

2009.08.22～23

峰さん（中国）

鈴木宏秋

14代会長

内藤清吾

小篠綾子さん名誉会員となる

2009.09.16

郡山西RC合同例会

2009.10.18

GSE（韓国）受け入れ

2003.05.14

郡山西RC合同例会開催

2003－2004

８代会長

ガバナー公式訪問

（布引高原・四季彩一力・荒井浄水場）

幹事

鈴木宏秋

2009.10.28

第7回無料困り事相談会（労働福祉会館）

三浦哲哉（フランス１年）

2009.11.18

台湾新竹東北区RC交流親睦例会（四季彩一力）

2003.08.23

第4回郡山アーバンRC杯中学野球大会（日和田球場）

2003.09.24

郡山西RC合同例会開催

2003.10.04

第１回無料困り事相談会開催（職業奉仕）

2010.05.19

福島県立聾学校へ寄贈

2004.01.28

郡山西RC合同例会開催

2010.05.27

郡山南RC合同例会

RI世界大会（大阪）参加

2010－2011

2004.05.24

岸和田東RC訪問

2004－2005

９代会長

2010.03.09
2010.04.18～20

2010.08.21～09.05

土屋繁之

中央区ガバナー補佐
中央区幹事

小林文紀

（三穂田スポーツ広場）

RI第3800地区（フィリピンマニラ）GSEとの交流

2004.05.23～24

幹事

第10回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2002.10.00

財団奨学生派遣

鈴木かおる

マカティ・メトロ RC）

2002.10.02

白岩邦俊

幹事

WCS飢餓救済プロジェクト
（フィリピン

2009－2010

許

幹事

髙橋

津野順子

功

佐藤功一

幸手中央RCとの親睦例会（華の湯）
台湾新竹東北区RC訪問

15代会長

安中利夫

幹事

宮﨑登志行

第11回郡山アーバンRC杯中学野球大会（緑ヶ丘中学校）

2010.10.20

第8回無料困り事相談会（労働福祉会館）

2010.12.27

ベトナム国立交響楽団

2011.02.23

郡山西RC・福島グローバルRC合同例会

米国公演支援金

贈呈

2004.08.28

第５回郡山アーバンRC杯中学野球大会（大槻中学校）

2011.03.11

東日本大震災

2004.10.00

RI第6920地区（ジョージア州）GSEとの交流

2011.04.00

米山カウンセラークラブとなる

2004.10.23

第２回無料困り事相談会開催（職業奉仕）

2005－2006

10代会長

2011.06.10

台湾新竹東北区RCよりの義捐金を郡山市に贈呈

2005.08.06

第６回郡山アーバンRC杯中学野球大会（大槻中学校）

2011.06.24

福島県立聾学校へ運道具一式贈呈

2005.09.03

コンサート後援（向山良作クラシック）

2005.10.15

第３回無料困り事相談会開催（職業奉仕）

長尾

勉

幹事

米山奨学生

安中利夫
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発生
鄭

妮さん（中国）

2011－2012
2011.08.20～09.11

16代会長

蔭山寿一

幹事

宮﨑登志行

2014.04.19～20

第12回郡山アーバンRC杯中学野球大会（明健中学校他）

浜通り復興状況視察旅行
（岸和田東RC、新竹東北区RC参加）

2011.09.07

福島県立聾学校へFM補聴システムを寄贈

2011.09.12

川内村へ義捐金を贈呈
富岡町へ義捐金を贈呈

2014－2015

19代会長

2011.09.14

第9回無料困り事相談会（労働福祉会館）

2014・08.19

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

2011.09.17～18

2014.05.24
2014.05.24～27

義捐金の御礼の為、岸和田東RC訪問、友好クラブ更新

郡山西RCと合同例会
（観藤会

蛇の鼻）

台湾新竹東北区RCの第27周年記念例会へ出席

橋本弘幸

幹事

小林由拓

4RCと合同例会

2011.11.02

富来RC来郡、富田幼稚園にさつまいもを寄贈

2014.08.30

第15回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2011.11.09

郡山西RC・福島グローバルRC合同例会

2014.09.10

第12回無料困り事相談会

2011.12.12

岸和田東RC会長、来郡、安積高校の歴史博物館へ

2014.09.28

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

福島県立聾学校へ運道具一式を贈呈

2014.11.06

新竹東北区RCと合同例会

国際ロータリー第2530地区、中央分区

2014.11.25

ベトナム交響楽団に楽譜贈呈

インターシティ・ミーティングホストクラブとして開催

2015.03.04

義捐金を贈呈
2012.02.15
2012.02.18
2012.03.14
2012.06.13

米山奨学生

4RC合同猪苗代湖水草清掃作業

鄭

妮さん

卒業

幸手中央RC来郡、義捐金を寄贈される

創立記念例会に新竹東北区RC会長、幹事が参加

2015.05.13～15

新竹東北区RC新旧交代式に参加

2015.05.20

幸手中央RC8名がメークアップ

小牧RC来郡、45周年記念事業の為、福島県立聾

井戸掘り場所を見学

学校を現調
2012.06.16～19

かたつむりアート展

2015.04.04～05

台湾新竹東北区RC訪問、25周年記念式典に参加

2015.06.05

福島県立聾学校へFM補聴器を贈呈

2012－2013

17代会長

2015.06.17

エコキャップの収集

2012.07.08

猪苗代水環境協議会参加（猪苗代町）

2015－2016

20代会長 小口憲太朗

2012.08.25

第13回郡山アーバンRC杯中学野球大会（富田中学校他）

2015.09.05

第16回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2012.09.12

第10回無料困り事相談会（労働福祉会館）

2012.09.19

郡山西・郡山コスモスRCと合同例会

2015.09.09

第13回無料困り事相談会開催（労働福祉会館）

2012.10.11

台湾新竹東北区RCと懇親会（四季彩一力）

2015.10.03

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

2012.10.14

猪苗代水環境協議会

2012.11.08

富来RCより［さつまいも］の寄贈 富田幼稚園 他

2015.10.28

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

2013.01.27

小牧RC45周年記念事業（小牧市）
2016.03.16

福島県聾学校へ補聴器類（ロジャーペン・マイリ

藤田弘美

幹事

白岩邦俊

幹事 蔭山寿一

（富田中学校）

水草清掃（猪苗代湖）

4RC合同猪苗代湖水草清掃作業
4RC合同例会

藤田弘美会長が福島県立聾学校長の代理を務める
2013.02.15

福島しんたつRC認証状伝達式

2013.02.21

郡山南・郡山コスモスRCと合同例会

出席（福島）

ング）を贈呈

2013.04.11

地区復興補助金事業（飯舘中学校部活ユニフォーム）

郡山市立希望ヶ丘学園へ遊具、絵本等の贈呈
2016.04.16

東京六本木RCと共同（福島市飯野町）

郡山アーバンRC創立20周年記念式典（ホテルハ
マツ）

2013.04.17

米山カウンセラークラブとなる

2016.05.14

郡山RC80周年記念式典に出席

米山奨学生

2016.05.19

郡山南RC45周年記念式典に出席

2013.05.20

福島県立聾学校後援会総会

2016.05.18

エコキャップの収集

2013.06.05

郡山西・郡山南・郡山コスモスRCと合同例会

2016.06.04

岸和田東RC創立40周年記念式典に出席

2013－2014

18代会長

2016.06.07

台湾南投県水道施設完成式典に出席

2016.06.08

台湾新竹東北区RC新旧会長交代式に出席

2016.06.16

福島県立聾学校支援贈呈式

地区復興補助金事業

2016.06.18

郡山安積RC創立30周年記念式典に出席

飯舘中学校駅伝ユニフォーム贈呈（東京六本木RCと）

2016－2017

21代会長 宮﨑登志行

2013.08.24

第14回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2016.08.20

第17回郡山アーバンRC杯中学野球大会開会式

2013.09.05

台湾新竹東北区RCと姉妹クラブ締結

2013.09.11

第11回無料困り事相談会（労働福祉会館）

2013.10.

福島県立聾学校へ体育用具の寄贈

2013.10.21

富来RCから富田幼稚園、エルキッズ、ペップ託

杜

尭さん（中国）

鈴木かおる

中央分区ガバナー補佐
中央分区幹事
2013.07.28

長尾

藤田弘美会長出席

幹事

佐藤干城

土屋繁之
勉

幹事 釆女真弓

（守山中）
2016.09.03

同

閉会式

（高瀬中）
2016.09.13

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

児園へさつまいもの寄贈

4RC合同例会

2013.10.27

猪苗代湖水草回収作業

2016.09.28

第14回無料困りごと相談会

2014.03.27

復興支援“元気っ子プロジェクト”として富田幼稚

2016.10.08

郡山南・郡山安積・郡山コスモス・郡山アーバン

2016.10.26

郡山西・福島グローバル・郡山アーバン3RC合

2016.11.30

郡 山 西・ 郡 山 西 北・ 郡 山 安 積・ 郡 山 ア ー バ ン

園へフェンス作りの一部資金の寄贈

4RC合同奉仕活動

2014.04.13

郡山南・郡山コスモスRCと合同例会

2014.04.19

郡山北RC40周年記念式典に出席

2014.04.19

創立記念例会
（岸和田東RC、新竹東北区RC出席

労働福祉会館

猪苗代湖水水草回収作業

同例会
四季彩一力）
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4RC合同例会

2017.01.21

歌舞伎鑑賞会

2017.02.08

ベトナム国立交響楽団へ楽譜寄贈

2019.02.28

2017.03.08

郡山西RC合同例会

2017.04.05

創立記念例会

デヴィ・スカルノ夫人
2019.04.01

台湾新竹東北区RC・日月譚RC来

郡山西RC50周年記念式典出席

2017.04.26

エコキャップ回収

2017.05.17

郡山市立希望ヶ丘学園

2017.05.17

米山記念奨学生

米山記念奨学生グエン・ティ・タン・ニャンさん

2019.04.08

創立記念例会（四季彩一力） 新竹東北区RC・彰

2019.05.20

新竹東北区RC創立32周年記念式典・会長交代

2019.05.30

福島県立聴覚支援学校後援会総会

2019.06.05

福島県立聴覚支援学校へ寄贈したロジャーペンの

化松柏RC来郡

大型絵本・遊具贈呈

グエン

ゲスト

田母神俊雄元航空幕僚長）

（ベトナム）のカウンセラークラブとなる

郡
2017.04.15

アーバンナイトひなまつり（懐石こと

ティ

ホン

式・姉妹クラブ締結更新

クェン

（ベトナム）受け入れ

白岩邦俊会長

出席

2017.05.26

台湾新竹東北区RC創立30周年記念式典出席

2017.05.28

郡山西北RC40周年記念式典出席

2017.06.21

県立聴覚支援学校

保護袋の贈呈

ロジャーマイリンク・横断幕・

のぼり贈呈

幹事

24代会長

2019.07.10

RLI日本支部ファシリテーター委員長中村靖治様

鈴木かおる

釆女真弓

幹事

小林悦子

2017－2018

22代会長

2017.08.30

ガバナー公式訪問

2019.08.04

RIマローニー会長来福晩餐会参加

2017.09.09

第18回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2019.08.24

須賀川釈迦堂川花火大会参加

閉会式

2019.08.31

第20回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2019.09.14

第20回郡山アーバンRC杯中学野球大会

2017.09.27

佐藤功一

2019－2020

卓話

緑ケ丘中学校に於いて

第15回無料困りごと相談会

労働福祉会館に

開会式

於いて
2017.10.01

猪苗代湖水草清掃作業

2017.11.10

モンゴル伝統芸能チャリティーコンサート鑑賞

2019.09.14

岸和田東RC訪問

2017.12.06

福島県立聴覚支援学校へ支援事業

2019.09.18

第17回無料困り事相談会（郡山市労働福祉会館）

RI2530地区2017－2018年度中央分区IM

2019.10.16

ガバナー公式訪問（芳賀

ハマツ於

2019.12.04

直前ガバナー平井義郎様卓話

2019.12.18

クリスマス家族会（ゲスト・田母神俊雄元航空幕

2020.01.08

新年祈祷（安積国造神社）

2020.02.16

4クラブ合同ロータリーday実施

2020.02.19

岸和田東RC台風災害義捐金・郡山アーバンRC義

2018.02.18
2018.03.07

米山記念奨学生

2018.04.07

創立記念例会

2018.04.16

飯舘村へTシャツ贈呈

2018.04.21

閉会式

グエンティホンクエンさん卒業
四季彩一力に於いて

郡山西RCとの合同例会

裕ガバナー）

僚長様）

観桜会本宮市戊辰戦争

ゆかりの地へ
2018.05.09

超我の奉仕賞を授与された

2018.05.12

幸手中央RC創立20周年記念式典への出席

2020.03.01

福島県立聴覚支援学校マイリンク寄贈

2018.05.19

台湾新竹東北会長交代式へ出席

2020.03.

米山記念奨学生グエン・ティ・タン・ニャンさん

2018.05.16

希望ヶ丘学園へ支援活動

2018.06.13
2018.06.19

  元 氏の卓話

捐金

エコキャップ回収
佐藤会長杯

2018－2019

23代会長

郡山市へ贈呈

卒業

「一本の水路」制作完成

2018.06.24
2018.08.10

佐原

岸和田だんじり祭り見学

宇津峰C.C．

白岩邦俊

幹事

松川義行

2020－2021

25代会長

2020.07.29

アーバンナイト（ピアチェーレ）

鈴木かおる

2020.08.26

PDG

2020.08.29

郡山アーバンRC杯中学野球大会開会式

味戸道雄様

幹事

土田

博

卓話

グローバル補助金水道事業完成式典・除幕式・祝

2020.09.05

郡山アーバンRC杯中学野球大会閉会式

賀会（台湾南投県仁愛郷新生村）

2020.09.12

郡山アーバンRC25周年無料困り事相談会（ビッ

2018.08.18

郡山アーバンRC杯中学野球大会開会式

2018.08.25

須賀川釈迦堂川花火大会参加

2020.11.11

石黒秀司ガバナー公式訪問（ホテルハマツ）

2018.09.02

郡山アーバンRC杯中学野球大会閉会式

2020.12.16

クリスマス家族会、RAC参加（エルマールプラス）

2018.09.26

第16回無料困り事相談会（郡山市労働福祉会館）

2021.01.06

新年祈禱（開成山大神宮）

2018.10.17

ガバナー公式訪問（平井義郎ガバナー）

2021.03.24

郡山アーバンRC

2018.11.17

福島県立聴覚支援学校創立110周年記念式典出

2021.04.04

地区大会（オンライン）

席

2021.04.11

地区大会研修セミナー（オンライン）

2021.06.14

福島県立聴覚支援学校

福島グローバルRCとの合同クリスマス会

2021.06.23

新会員入会式（石黒秀司ガバナー出席）

新年祈祷・新年会（ゲスト

2018.12.09
2018.12.22
2019.01.09

「はなかつみ会」 柳沼

グアイ）

輝・OTTS演奏会
田母神俊雄元航空幕

オンライン例会（初）

マイリンク寄贈

2021.06.30

郡山アーバンRC

僚長）

2021－2022

26代会長

2019.01.22

福島県立聴覚支援学校へのロジャーペン寄贈

2021.07.21

ガバナー公式訪問（志賀利彦ガバナー）

2019.01.27

本名徹次後援会出席

2021.07.28

出帆式（ピアチェーレ）

2019.02.27

郡山西RCとの合同例会（ゲスト卓話

2021.08.04

クラブフォーラム（戦略計画）

2021.08.11

クラブフォーラム（会員増強）

中山興日

銀福島支店長）
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最終例会（ホテルハマツ）

松川義行

幹事

井上

厚

2021.08.25

ZOOM例会（ゲスト卓話
役

2021.09.01

夢成株式会社代表取締

鈴木厚志様 「子ども食堂の取り組み」）

第3回理事会（30周年までのビジョン・戦略計画
成立）

2021.09.25

無料困り事相談会（郡山西RACとともに）

2021.10.24

猪苗代湖水草清掃作業参加（郡山西RACととも
に）

2021.11.07

地区大会（いわき市小名浜

2021.11.24

例会（ゲスト卓話

いわき秀英高校にて）

郡山安積RC伊野勝彦様、郡山

コスモスRC土屋繁行様 「郡山アーバンRC設立
当時の思い出について」）
2021.12.22

クリスマスファミリアルアーバンナイト（ホテル
ハマツにて

郡山西RACとともに）

2022.01.12

新年祈祷

2022.01.26

クラブフォーラム（困り事相談会について）

2022.02.24

ロシアによるウクライナ侵攻勃発

2022.03.09

アーバンナイトひなまつり

2022.03.16

郡 山 西RCと の 合 同 例 会（ ゲ ス ト 卓 話

中テレ

SDGsアンバサダー鈴木文健様）
2022.03.16

福島県沖地震発生（最大震度6強、これ以降例会
場のホテルハマツが使用不可能に）

2022.03.23
2022.04.01

クラブフォーラム（多様性の戦略計画）
米山記念奨学生ヤダナー・ウーさん（ミャンマー
出身）の世話クラブになる

2022.04.06

創立記念例会（エルマールプラスにて
話

ゲスト卓

郡山安積RC伊野勝彦様 「続・郡山アーバン

RC設立当時の思い出について」）
2022.04.20

クラブフォーラム（会員増強について）

2022.05.18

例会（ゲスト卓話

会津若松中央RC

弁護士福

西宜孝様）
2022.06.15

細則変更（法人会員制度成立）

2022.06.29

細則変更（例会日を水曜日から火曜日に変更）

2022.06.29

アーバンナイト最終例会（四季彩一力にて宿泊）
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