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福島ロータリークラブ会報

【例会場】福島市上町 4-30
クーラクーリアンテ サンパレス
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2022 年1月 27 日

【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5 福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010【FAX】024-536-1011

http://www.f-rotary.com
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

紹介者 渡辺健寿 会員

ゲストスピーチ

泰子

●飯坂ロータリークラブは 2 月末まで休
会となっております。
●本日、社会奉仕委員会事業 ｢がんばっぺ
福島ユナイテッド FC 小銭 BOX｣ を回
しております。皆様のご協力をお願いいたします。
● 1/29（土）地区職業奉仕委員会セミナーは Zoom 開催と
なり古俣猛地区委員、新田良一委員長が出席されます。
● 1/30（日）オンラインでの開催となります米山奨学生
終了式は加藤義朋会員が出席されます。
● 2 月例会出欠のご返信を未提出の方は、早めにご返信く
ださいますようお願いいたします。
● 1 月ロータリーレートは１ドル 115 円となりますので
お知らせいたします。

福島駅東口地区市街地再開発組合 理事長

加藤 眞司 様

（一般財団法人 ふくしま未来研究会 理事）

福島駅東口地区
市街地再開発組合
理事長

講師紹介
渡辺健寿 会員

渡辺

2021-22 年度副幹事

本日より 2 月 20 日まで「まん延防止等
重点措置」が、福島市にも適用されます。
この期間の例会は、
「スクール形式・持ち
帰り弁当」になります。また、次週からは、
オンラインも活用した「ハイブリッド例会」として実施し
ます。ご協力よろしくお願いいたします。ウィズコロナの
ルールを守って適正なクラブ運営に努めてまいりたいと
思います。
本日のプログラムは、クラブ OB でもある福島駅東口
再開発組合 加藤理事長によるスピーチです。県都の表玄
関、福島駅東口の再開発の概要についてお話をうかがい
たいと思います。
また、大橋パストガバナー、佐藤ガバナー補佐が来訪さ
れております。パストガバナーからはご挨拶を、ガバナー
補佐には次週例会にてスピーチをお願いしております。

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第22 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

加藤 眞司 様

［
（一財）ふくしま未来研究会 理事］

福島駅東口地区
市街地再開発組合
事務局

南 祐希 様

平成 13 年 2 月 22 日入会、平成 25 年 6 月 30 日退会

・2006-07 年度 クラブ幹事（渡辺健寿会長）

・2011-12 年度 県北第一分区幹事（渡辺健寿ガバナー補佐）
を歴任されました。

今回のゲストスピーチに関しては、出席者限定での公開
内容とさせていただきました。
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国歌斉唱

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

ロータリーソング「我らの生業」

■ 2 月 10 日（木） 祝日の週のため休会

ソングリーダー 安藤健次郎 会員

■ 2 月 17 日（木）
13：00 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会＋YouTube 配信ハイブリッド例会】
ゲストスピーチ
福島県男女共生センター館長 千葉 悦子 様

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

RI 第 2530 地区パストガバナー
大橋廣治 様（福島南 RC）

＊「友」紹介

■ 2 月 24 日（木） 祝日の週のため休会

RI 第 2530 地区県北第一分区
ガバナー補佐
佐藤宗弘 様（福島西 RC）

福島 RC YouTube 配信用視聴 URL

ごあいさつ
RI 第 2530 地区パストガバナー

https://www.f-rotary.com/livemeeting.html
お時間 10 分前になりましたら上記 URL、
または左記 QR コードよりアクセスしてください。
ご不明な点等ございましたらクラブ事務局まで
お問い合わせください。
（TEL：024-536-1010 小澤）

大橋廣治 様
各委員会報告

■例会小委員会
ニコニコ BOX 担当

鈴木朋恵 委員

私のひと言
後藤造園土木㈱ 代表取締役社長

後藤洋伸 会員
今年の冬は、雪の量が例年よりも多いですね。雪はき大
変ですね。
私のところは、年末年始の降雪時、雪はき開始が遅れ
てしまい、圧雪され雪が残ってしまいました。これが、圧
雪？（氷）との戦いの始まりでした。
雪はきが遅れた理由として、会社で除雪作業もしてお
り、交代で私も作業をしていたためです。年末年始は、私
の出番が多いのです（休日出勤・残業手当なし）
。12/27 ～
1/2 までは、連夜の出動。機械で作業をするので、肉体的よ

ニコニコBOX報告

［報告］ 鈴木朋恵 委員

〈お客様〉
〇大橋 廣治 パストガバナー
新年あけましておめでとうございます。皆様のご多幸をお
祈り申し上げます。
〇佐藤 宗弘 ガバナー補佐
ロータリー年度折り返し、分区行事も目白押しですがコロ
ナ禍の折、会員の皆様の健康と安全が最重要となりますので
柔軟性を持って対応してまいります。ご理解・ご協力、よろし
くお願いいたします。本日は加藤理事長のスピーチ楽しみに
しております。
〈メッセージ会員〉
〇安藤 錬雄 会員
加藤眞司元会員のお話を楽しみにしております。
〇加藤 義朋 会員
加藤眞司理事長様のスピーチを楽しみにしています。大橋
廣治 PG 様、佐藤宗弘県北第一分区ガバナー補佐様らを大歓迎
します。
〇草野 武夫 会員
OB 会員、加藤眞司様のご来訪を歓迎して。
〇小林 仁一 会員
今日で 65 才になりました。誕生祝いありがとうございます。
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り精神的に疲れるはずが、不思議と雪を見るとテンション
アップする私。毎度毎度休憩時間を忘れ、一緒に働く人か
ら、苦情が絶えません。実際は、機械でできないところだ
け人力除雪するため、機械作業が負けるのです。今回は、
十数年ぶりに年越しを除雪作業しながら迎えました。年
越し蕎麦は、私だけお雑煮と一緒の年明け蕎麦となりまし
た。年男としては、波乱の年明けの予感です。
氷ですが、ついに決着の時が！電動工具（電動式のノミ）
を持ち出し、厚み 15cm 〜 20cm 氷との格闘、約 50m の区
間を 2 日間かけ、砕きまくりました。面白いように割れる
氷、更にテンションアップする私。またしても休憩時間忘
れる。それを冷静に見つめ声をかける嫁と娘「・・・」
。洗
濯物を増やし、疲れて粗大ゴミになり寝ている私。いまも
道路には傷が残ってます。道路を管理されている方ごめん
なさい。

本日の投入額41件

これからも健康に気を付けてがんばりますので、よろしく
お願いします。
〇櫻井 英樹 会員
また、コロナ蔓延防止で、時差出社やリモートワークのシフ
トを組んだり、色々な本部報告をしたりと大変になってきま
した。せめて、明るく元気にリードしていきたいと思います。
〇渡辺 健寿 会員
加藤眞司さんのゲストスピーチご来訪ありがとうございま
す。心より歓迎申し上げます。福島の未来をつくるテーマのお
話、楽しみに拝聴いたします。
〇坪井 大雄 会長
大橋パストガバナーと佐藤ガバナー補佐の来訪、加藤理事
長のスピーチを感謝して。
〇他に／安藤健次郎／伊藤雄治／内池 浩／浦部 博／大槻
美恵子／荻野誠也／小原 敏／加藤弘樹／加納武志／児玉健
夫／相良元章／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤充孝／佐藤美
奈子／茂田士郎／白岩康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹
／丹治正博／寺田 充／中川宏生／二階堂宏樹／箱岩 偉／
半沢治久／藤井 守／村上守人／森岡幸江／藪 政勝／八巻
恵一／吉田大樹

