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会 長 あ い さ つ

2021-22 年度会長

坪井

大雄

本年度会長を務めます坪井です。昨
年度の五阿弥会長より引き継いだ「会
長バッジ」の 70 年の伝統の重みをしっかりと受けと
めながら、その職責を全うしたいと思います。ご指導
ご協力よろしくお願いいたします。
本年度は、70 周年という区切りの年度を終え、更な
る 10 年に向けてのスタートの一年としての役割を果
たしながら、事業や運営のブラッシュアップを図っ
ていきたいと思います。
また、本日は県北第一分区佐藤ガバナー補佐をは
じめ、分区幹事そして各クラブの会長・幹事の皆様
が来訪してくださっております。毎年恒例のことと
はいえ、年度代わりのご多忙のところ、おいでくださ
ることに心から感謝申し上げます。
クラブ会員の皆様におかれましても、地区や分区
の行事への積極的な参加協力をお願いいたします。

本日のプログラム
開会点鐘

坪井大雄 会長

県北地区第一分区 ガバナー補佐

会長あいさつ
乾杯

ロータリーソング「奉仕の理想」
「四つのテスト」唱和

例会変更のお知らせ
●市内他クラブ今週の例会変更はありません。
その他のお知らせ
●本日例会終了後、県北第一分区のガバナー補佐・分区幹
事並びに会長、幹事様による民報・民友、福島市役所へ
の挨拶回りを実施いたします。なお、本例会終了時に記
念撮影を行いますので来訪者の皆様方はお残りくださ
いますようお願いいたします。
●本日午後 6 時より 7 月理事会をクーラクリアンテサン
パレスにて開催いたします。理事役員の皆様はよろし
くお願いいたします。
● 7 月のロータリーレートは 1 ドル 111 円となりますの
で、お知らせいたします。

ガバナー補佐あいさつ
参加クラブ会長様ごあいさつ

国歌斉唱
ソングリーダー

幹 事 報 告

丹治正博 会員

新田良一 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

佐藤 宗弘 様

坪井大雄 会長
五阿弥宏安 直前会長

食事
幹事報告

金子與志人 幹事

各委員会報告

■例会小委員会
ニコニコBOX 担当

今年度クラブ役員・理事・副幹事・
副 SAA の紹介・地区委員紹介

■本日のプログラム

委嘱状交付伝達（ガバナー補佐より）

閉会点鐘

箱岩偉 小委員長
坪井大雄 会長

７月誕生お祝い
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本 日 の プ ロ グ ラ ム
お客様並びに来訪ロータリアン紹介

ガバナー補佐
あいさつ
参加クラブ会長様
ごあいさつ

■ RI第2530地区 県北第一分区
ガバナー補佐

さ とう

むねひろ

佐藤 宗弘 様

■二本松ロータリークラブ
会長

（福島西 RC）

■福島西ロータリークラブ
会長

たかはし

ともひろ

高橋 智弘 様

■ RI第2530 地区 県北第一分区
幹事

■福島中央ロータリークラブ

さ とう

会長

佐藤 卓立 様

幹事

（福島西 RC）

幹事

あいざわ

相澤

たかし

今野

あきら

朗様

■RI第2530 地区 県北第一分区

たかはる

■福島西ロータリークラブ

こん の

くろさわ

のぶゆき

黒澤 信之 様

隆様

幹事

もも い

みつ お

桃井 三夫 様

やすいち

鈴木 安一 様

■二本松あだたらロータリークラブ
会長

あ

べ

よしふみ

阿部 佳文 様

■二本松ロータリークラブ
幹事

（福島西 RC）

■福島中央ロータリークラブ

すず き

あんざい

安斎

じゅん

淳様

■二本松あだたらロータリークラブ
幹事

かん の

もりよし

菅野 守芳 様

■福島南ロータリークラブ
会長

い ち じょう

ひろたか

一條 浩孝 様

■福島 21 ロータリークラブ
会長

ふじ の

けい じ

藤野 圭史 様

■福島南ロータリークラブ
幹事

あか ま

こういち

赤間 浩一 様

■福島 21 ロータリークラブ
幹事

の ざき

まさひろ

野崎 正広 様

例会後、県北第一分区ガバナー補佐・分区幹事並びに会長・幹事による民報・民友、福島県庁、福島市役所へのあいさつまわりを実施しました。
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2021-22 年度 クラブ役員理事紹介

坪井 大雄 会員

■会長
■会長エレクト

相良 元章 会員
偉 会員

金子與志人 会員

■会計
■直前会長
■クラブ研修リーダー

■副幹事

五阿弥宏安 会員

■副 SAA

古俣

猛 会員

阿久津 肇 会員

■危機管理委員会 委員

渡辺 健寿 会員

■職業奉仕委員会 委員

古俣

猛 会員

相良 元章 会員

■ロータリー財団委員会 資金推進・ポリオ委員会 委員		

菅沼

後藤 洋伸 会員

菅沼

裕 会員

新田 良一 会員
日比野恒夫 会員
村上 守人 会員
鈴木 勇人 会員

古俣 猛研修リーダーより理事セミナー

右近 八郎 会員

危機管理委員会 委員

中川 宏生 会員

山崎 高寛 会員

■ガバナーノミニー・諮問委員・戦略計画委員会 委員
青少年奉仕委員会 青少年交換委員会 委員

■公共イメージ ･IT 委員会 委員長

吉田 大樹 会員

荻野 誠也 会員

2021-22 年度 地区役員紹介
■パストガバナー 諮問委員

加納 武志 会員

渡辺 泰子 会員

晋 会員

7 月理事会

佐藤美奈子 会員

後藤 忠久 会員

■監事

森岡 幸江 会員
菅野

■ SAA

丹治 正博 会員

反後 太郎 会員

（2023-24 年度会長）

■幹事

右近 八郎 会員

八巻 恵一 会員

（2022-23 年度会長）

箱岩

■副会長

■理事

裕 会員

■青少年奉仕委員会／青少年交換委員会 委員 		

佐藤美奈子 会員

私のひとこと
東京海上日動火災保険㈱

岡田 敏明 会員

先日、浪江町の「福島水素エネ
ルギー研究フィールド」を見学して来ました。
広大な土地いっぱいに太陽光パネルが敷き詰めら
れ、その中央に施設の象徴とも言える真っ白な８本
の水素貯蔵タンクが、青空をバックにそびえ立って
いました。
太陽光発電のみによって年間 900 トンのグリーン
水素が生成できるこの施設は、様々な実証実験に利
用され、日本の水素利活用の最前線を支える存在と
なっているとの事です。
復興の一環のみならず、我が国のエネルギーの将
来を担う存在が、この福島県にある事を誇りに思う
と共に、ここから発信される新たな息吹が、今後大変
楽しみです！

県北第一分区親善ゴルフ大会
6/27（日）
、安達太良 CCにて
県北第一分区親善ゴルフ大会
が開催されました。
当クラブは団体 3 位、個人優
勝は加納武志会員、3 位に岡田
新也会員が入賞しました。
ガバナー 補佐より委嘱状伝達
ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22
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例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

7 月誕生お祝い

■ 7 月 8 日（木） 12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
スポ GOMI 大会説明
前年度役員御礼記念品贈呈
クラブ協議会 ＊7 月「友」紹介
■ 7 月 15 日（木）12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
各種表彰（100％出席賞・ニコニコ BOX 賞・私のひと
こと賞・年間スピーチ賞）
ゲストスピーチ
元会員・元 NHK 福島放送局局長 鈴木 仁 様
（フランス・パリの日本文化会館館長就任で渡仏にあたり）

おめでとうございます

米 寿 お 祝 い 花 束 贈 呈

阿久津 肇 会員 昭和 8 年 7 月 29 日
日比野恒夫 会員 昭和 29 年 7 月 27 日
後藤 洋伸 会員 昭和 37 年 7 月 10 日

阿久津 肇 会員

半沢 治久 会員 昭和 37 年 7 月 26 日

（昭和 8 年 7 月 29 日 生まれ）

小原 孝嗣 会員 昭和 43 年 7 月 6 日
鈴木 朋恵 会員 昭和 52 年 7 月 15 日

ニコニコBOX報告

［報告］ 箱岩 偉 小委員長

本日の投入額 63件 ¥158,000

○佐藤 宗弘 県北第一分区ガバナー補佐
坪井会長・金子幹事 新年度スタートおめでとうござい
ます。少しでもお役立てるよう頑張ります。福島ロータリー
クラブの皆様、一年間よろしくお願いいたします。
○佐藤 卓立 県北第一分区幹事
一年間よろしくお願いいたします。
○黒澤 信之 県北第一分区幹事
坪井会長年度の晴れやかなスタートをお祝いいたします。
伝統ある福島クラブ様、益々の発展をご祈念いたします。
○二本松 RC 鈴木 安一 会長・安斎 淳 幹事
福島ロータリークラブ様にはスポンサークラブとして
代々お世話になります。本日のスピーチ楽しみにしており
ます。
○福島西 RC 高橋 智弘 会長・相澤 隆 幹事
○福島中央 RC 今野 朗 会長・桃井 三夫 幹事
○二本松あだたら RC 阿部 佳文 会長・菅野 守芳 幹事
第一回例会おめでとうございます。
一年間よろしくお願いします。
○福島 21RC 藤野 圭史 会長・野崎 正広 幹事
○阿久津 肇 会員
佐藤ガバナー補佐、県北第一分区会長・幹事の皆様一年間
よろしくお願いします。誕生祝有難うございます。88 才にな
ります。
○大沼 健次 会員
新年度、坪井会長・金子幹事よろしくお願いいたします。
○加藤 義朋 会員
県北第一分区ガバナー補佐 佐藤宗弘様ら、各クラブ会
長・幹事様らを大歓迎します。ロータリー入会はじめて新会
員大槻美恵子様の推薦を記念して。
○草野 武夫 会員
佐藤宗弘ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。坪井会長・金
子幹事のご健闘を祈念して。
○五阿弥 宏安 直前会長
坪井年度のスタート、おめでとうございます。
○菅野 晋 会員
坪井会長・金子幹事、一年間お世話になります。
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累計

¥158,000

○古俣 猛 会員
佐藤宗弘ガバナー補佐、坪井大雄会長、一年間よろしくお
願いいたします。
○長谷部 一雄 会員
坪井丸の船出を祝って！
○幡 研一 会員
坪井会長、金子幹事の船出を祝して。今年度ニコニコ
BOX 担当します。奉仕活動のため、皆様の御協力をお願い
します。
○横山 淳 会員
坪井会長、金子幹事、宜しくお願いいたします。イベント、
会合等が中止・延期にならない一年を祈っております。
○渡辺 健寿 会員
坪井会長年度のスタートを心よりお祝い申し上げます。
坪井会長・金子幹事をはじめ、役員・理事の皆様のご活躍を
祈念いたします。
○箱岩 偉 例会小委員長
ご来訪ロータリアンを歓迎して。坪井会長・金子幹事一年
間ご健康でご活躍ください。
○小澤 陽子 事務局員
第一回例会おめでとうございます。事務局５年目となりま
した。これからも精進してまいります。坪井会長、金子幹事、
そして会員の皆様、今年度もよろしくお願い申し上げます。
○金子 與志人 幹事
緊張してます ! ! 一年間、ご協力を宜しくお願いします。
○坪井 大雄 会長
本日は、佐藤ガバナー補佐をはじめ、分区幹事、各クラブ
の会長・幹事の皆様ご来訪ありがとうございます。クラブ会
員の皆様、一年間よろしくお願いいたします。
○他に／安藤健次郎／伊藤雄治／今井理基夫／内池 浩／浦部
博／岡田新也／小原孝嗣／後藤洋伸／坂本壮敏／相良元章
／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤充孝／佐藤美奈子／佐藤良
智／白岩康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／田沼紀美子／反後太郎
／丹治正博／土屋牧雄／寺田 充／中川宏生／二階堂宏樹／
半沢治久／藤井 守／村上守人／森岡幸江／八代大輔／薮 政
勝／山崎高寛／吉田大樹／渡邊又夫／渡辺泰子

