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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

4 月になり「新年度」という会員の皆
様も多くおられると思いますが、ロータ
リーは、いよいよ最終四半期、コロナ禍に
より遅れていた地区や分区の行事、セミ
ナーも毎週案内がくる状況となりました。
福島クラブがホストの「県北第一分区親善ゴルフ大会」
はじめ、参加はもとより準備・設営にあたられる皆様、ま
た地区の各委員会にて活動していただいている皆様に感
謝申し上げます。
残念ながらいまだウィズコロナの状況でありますが、
ルールを守りながら、今月は「観桜夜間例会」もありま
すので、例会・各行事とも楽しんでいただけたらと思い
ます。
本日から 2 名の新会員の方々をお迎えしました。前任
の方々同様に充実したロータリー時間を過ごしていただ
ければと思います。また、みずほ銀行福島支店のお二人に
先日の
「RYLA 研修会」
の参加報告をお願いしております。
福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

RYLA 研修会参加報告

本日のプログラム

みずほ銀行福島支店

大澤 裕人 様

粢田 徹 様

2021-22 年度副幹事

渡辺

泰子

● 4/8（金）福島東 RC の例会は 9 日にご
ざいます県北第二分区 IM の振替休会と
なっております。
● 4/11（月）福島西 RC の例会は竹林亭に
て観桜夜間例会に変更となっております。
● 4/8（金）県北第一分区会長幹事会が開催されます。当ク
ラブより坪井会長、相良会長エレクトが出席されます。
● 4/10（日）県北第一分区フェローシップ事業 ｢パークゴル
フ大会｣ が NCV ふくしまパークゴルフ場にて開催されま
す。当クラブより坪井会長、箱岩副会長、村上副幹事が参
加されます。
● 4/16（土）県北第一分区親善ゴルフ大会が開催されます。
当クラブより古俣会員、八巻会員、加納会員、小林会員、
後藤洋伸会員、加藤裕司会員、岡田新也会員、吉田会員、
八代会員、荻野会員、村山会員の 11 名が参加いたします。
● 4/23（土）二本松 RC 創立 60 周年記念式典が開催されま
す。当クラブより阿久津 PG、右近 GN、坪井会長、相良会
長エレクト、吉田次期幹事が出席されます。
● 4/24（日）喜多方 RC 所属で RI 第 2530 地区パストガバ
ナーでいらっしゃった佐原元様のお別れ会が執り行われ
ます。日時は 4/24（日）午後 2 時より、喜多方プラザ文化
センター大ホールとなっておりますので、お知らせ申し
上げます。
● 4 月ロータリーレートは 1 ドル 122 円となりますのでお
知らせいたします。

新会員スピーチ

PETS 報告

中尾 勉 会員

相良元章 会長エレクト

㈱ナカオ 代表取締役社長

国家斉唱

4 月誕生お祝い

ロータリーソング「奉仕の理想」

入会式

㈱アポロガス 代表取締役社長

東京海上日動火災保険㈱
福島支店長 今津啓司 様
（紹介者 大沼健次 会員）
日本生命保険相互会社
福島支社長 山内修平 様
（紹介者 後藤忠久 会員）

ソングリーダー 茂田士郎 会員

｢四つのテスト｣ 唱和

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第27 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

佐藤朋幸 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介
RYLA 研修参加者

各委員会報告

みずほ銀行福島支店

大澤裕人 様

粢田 徹 様

■例会小委員会
ニコニコ BOX担当

鈴木朋恵 委員
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本日のプ ロ グ ラ ム

第 40 回 RYLA 研修会報告

福島 RC（研修生）
みずほ銀行 福島支店

福島 RC（研修生）
みずほ銀行 福島支店

大澤 裕人 様

本研修では、福島中央テレビ番組「ブンケン歩い
てゴミ拾いの旅」やSDGsをテーマに新たな事業を
考える議論を通じて、福島におけるSDGsについて
学びました。SDGsは近年ニュースや新聞にてよく
目にするようになりましたが、実際に何ができる
か考えることや、立場の異なる方々と議論する機会
は今までなかったため、非常に貴重な経験ができま
した。また、私は普段銀行員として企業の経営者と
SDGsに関する対話をする機会がありましたが、研
修での議論を通じて自分自身の企業×SDGsに対す
る考えを改めるきっかけになったと感じます。
研修を通じて強く感じた点は SDGs は国から強
いられてやるものやそれ自体を勉強して目的と
するものではないということです。SDGs の Gs は
Goals の略で直訳すると目標となるわけですが、真
に目指すべきことはもっと地域や人に目を向けた
日常にある課題解決であると考えます。なぜなら、
地域や人へ思いが継続的な行動を生むのであっ
て、それが結果的に SDGs に繋がるからです。議論
の中では、学生や幼稚園の先生、地元製造業の管理
職など立場の異なる方々が日常生活に感じる課題
を話す機会がありました。具体的には、農業人口高
齢化に伴う遊休農地の問題や若者層の県外流失に
よる働き手不足といった、より地域（福島）と結び
ついた課題を共有したのですが、この地域や身近
な人の課題を解決しようとする意志や行動が大切
であると感じました。
今までSDGsを考えると、
「環境のために」といっ
た壮大なもので捉えていましたが、地域の様々な
人の目線で考えることで、身近でかつ幅広いこと
に目を向ける大切さを知ることができました。今
後業務面にて SDGs を検討する際は、企業の社会
的立場や財務面にだけ目を向けるだけでなく、従
業員の考えやオフィス、工場等働く場にも目を向
けようと思います。また、新参者（2021 年５月から
居住）でもあるため、県内の様々な場所に実際に
出向いて福島を知ろうと強く感じました。
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粢田  徹 様

この RYLA 研修を通して、SDGs への知見が広
がりました。このような機会を作っていただき有
難うございます。
まず二人のゲストの講演ですが、教育、清掃活
動の観点から福島を支えられていました。途中の
アンケートでもありましたが、福島の最重要課題
として人口減少が進んでいる事だと感じていま
す。そんな中、福島の魅力をより高めるためにも
こうした身近な取り組みを継続していることの
重要さ、又その活動自体を多くの人に知ってもら
い同調してもらうような発信力・主体性が大切
である事を学びました。
続きまして、グループディスカッションにて
テーマ「SDGs を通した新規事業の創出」を話し
合いましたが、普段仕事上であまり接触がない学
生や先生達の現在の活動に驚愕でした。試行錯誤
し、SDGs を絡めた遊びの創出や教育等ユーモア
があり、とても興味深い内容でした。私達の班で
はこのような発想を福島に還元することは言う
までもなく、県外やグローバルの視点で絵本等伝
わりやすい媒体を用いて発信できないモノかと
いうのが今回の結論でした。この議論の成果物は
一例に過ぎず、今後も様々な業種を絡めた新しい
アイデアを創出していくことの楽しさを感じ、次
回も期待したいです。
加えて今回学んだ事は、新しいモノで世の中を
変えていく事も一つの面白みであるが、既存の取
り組みや日常的なリソースを再活用し、可能性を
広げていく事も面白く、普段の生活で何かできる
ことはないか何事も振り返り、興味・疑問を見逃
さないことが大切だと学びました。
普段の業務や日常生活を豊かなものにするた
めに今後もこの意識を念頭に取り組んでいきた
いと思います。

新会員スピーチ
㈱ナカオ 代表取締役社長

中尾  勉 会員

皆様こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、㈱
ナカオの中尾勉と申します。
本日は例会の貴重なお時間の中、新会員スピーチの機
会をいただきましてありがとうございます。本年 2 月に吉
田大樹さんからご紹介をいただき、この歴史と伝統ある
福島ロータリークラブに入会させていただきました。入
会以来、数回例会にも参加させていただきましたが、先輩
会員の皆様に於かれましては、毎回親切にご指導いただ
き大変感謝しております。この場をお借りいたしまして
改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。
本日は新会員スピーチということなので、私の生い立
ちなどについてお話申し上げますので、お付き合いの程
よろしくお願いいたします。

はじめに
私は昭和 50 年 10 月 31 日に福島市笹木野の地で、生ま
れました。父は、当時電器店に勤務しておりましたが、私
が生まれた 3 年後の昭和 53 年に独立し、電器店を創業い
たしました。松下電器産業（現パナソニック）系列のいわ
ゆる「街のでんきやさん」でしたが、当時は量販店もない
時代だった為、需要も大変多く、
「21 時前に夜ご飯を食べ
たことがなかった」父は口癖のように当時のことをそう
話しますが、母と共にまさに昼夜を問わず働いていたと
聞いております。兄弟は 2 つ上に姉がおりまして、仕事で
忙しい両親だったので、姉と私はいつも祖母に面倒をみ
てもらっておりました。箸の持ち方や食事の際の礼儀作
法などは、祖母から厳しく躾けられ身についていったよ
うに思います。

小中高
幼少期は地元のわかば幼稚園〜野田小学校〜野田中学
校と、まさに地域密着の子供時代で小学校では地区のソ
フトボール、中学校では部活で野球をやっておりました。
遊びやスポーツを通して 10 年以上共に同じ時間を過ごし
た友人たちは今でも仲が良く、お盆や正月には集まって
幼少期を思い出しながら、お酒を酌み交わしております。
高校は、福島県立福島高等学校に進学し、父からの勧め
もあり、ゴルフ同好会に入りました。私のひとつ上の学年
の先輩方が創設したゴルフ同好会で、私たちは 2 期生とな
りますが、当時はフジゴルフガーデンさんでボール拾いや
掃除などを手伝いながら無料で練習をさせていただいて
おりました。また土日は当時の福島カントリーさんでキャ
ディのアルバイトをさせていただき、夕方からはコース整
備をしながら無料でラウンドをさせていただいておりま
した。ゴルフ部がある高校は当時福島県内で 6 校あったの
ですが、東北地区では東北高校、仙台育英が強豪校として
有名でした。当時の有名選手としては、私の 2 つ下の年代
で、宮城県出身の星野英正プロがおりまして、一緒にラウ
ンドしたこともありましたが、当時からアンダーパーでラ
ウンドしており、別格にうまかった記憶があります。

大学
大学は立教大学社会学部産業関係学科に入学しました。
蔦のからまるキャンパスで有名な立教大学ですが、池袋
でのキャンパスライフは福島の田舎育ちの私にとっては
見るもの聞くものすべてが刺激的で、毎日が喜怒哀楽の
連続でした。大学のキャンパスは池袋駅から徒歩 7 分程
度の場所だったのですが、入学式当日はキャンパスまで
歩く道中、様々なサークルからの勧誘活動で賑わってお
りました。高校時代にゴルフを始めたので、大学でも続け
たい意向はあり、なんとなくゴルフサークルを探してい
たわけですが、突然私の前に華やかで素敵な女性が現れ
ました。結局私はゴルフを捨て、バドミントンをすること
になりました。きっかけは不純でしたが、バドミントンの
楽しさに魅了され 4 年間一生懸命がんばりました。飲み
会も盛んなサークルだったので、夜な夜な限界に挑戦し、
自分が飲めるお酒の量も知ることができました。100 名以
上いたサークルの仲間とは朝から晩まで、かけがえのな
い時間を過ごしましたし、私の人格形成の礎は大学時代
のバドミントンサークルにありと言っても過言ではない
くらいお世話になった居場所でした。そしてその中で私
の将来の伴侶となる人も見つけることができました。
（前
出の華やかで素敵な女性ではありません。
）

松下電器商学院（現：松下幸之助商学院）
大学卒業後は家業の電器店の後を継ぐ決意のもと、松
下電器産業（現：Panasonic）創業者である松下幸之助さ
んが創設した松下電器商学院に進学しました。幼少の頃
から色んな場面で Panasonic 関係の方々と接する機会が
多く、
「後取り息子」とからかわれることもあった為、家
業を継ぐことについては、ある意味自然な流れで、あまり
迷いも抵抗もなかったように思います。
松下電器商学院は、戦後の高度経済成長期に「系列電器
店の後継者がいなくなり廃業の危機に瀕する店を救って
ほしい」という店主達の声に応え、1970 年に松下幸之助さ
んによって設立されました。
「松下政経塾」は聞き覚えの
あるワードだと思いますが、政経塾は政治家を、商学院は
商売人を育てる場ということになります。知識や技術の
学びと共に人間力を高める人づくりを重視した徳育・知
育・体育の三位一体教育を行っており、私はその 29 期生
として入塾し、約 80 名の全国各地の同期生と約 1 年間勉
強いたしました。入学資格は電器店の後継者、並びに後継
者の配偶者であることとなっており、経営に必要なノウ
ハウや商人としての精神、松下幸之助さんの考え方など
を合宿形式で学び、かつ電気工事士などの国家資格も取
得するようになります。そういった一般的な授業の他に、
板張りの講堂にゴザを敷き、40 分間正座をしたまま大学・
論語などを学ぶ「商道科」
、心身の錬成向上の為、柔道も
しくは剣道に励む「武道」
、おもてなしの心や礼儀作法を
学ぶための「茶道」の時間もありました。また、Panasonic
直営の研修所なので、商品技術やマーケティング、経営な
どの授業内容も充実しており、放課後にはクラブ活動も
行われています。
所在地は滋賀県の南草津で、全寮制となっており通え
る距離に在住する生徒であっても必ずここで 1 年間寝食
を共にすることとなります。当時は携帯電話も禁止で、自
室に着信専用の固定電話があり、テレビも各クラスのフ
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ロアに 1 台のみという状況で、外出については水曜日の授
業後と日曜日は可能となっていますが、門限は 21 時、そ
れ以外の時間帯は一切外出できず、外部と隔離された良
く言えば学業に集中できる環境で生活します。
朝は 5 時 55 分に起床し、6 時から 3 キロのマラソン、朝
礼後から夕方までは授業となり、夜は 22 時消灯、22 時半
には自室のブレーカーが落とされます。
そんな生活は大学で自由な暮らしをしてきた私にとっ
てはまさに過酷であったわけですが、同じような境遇の
全国の電器店後継者候補の仲間たちと過ごす時間はすぐ
に楽しさに変わっていき、1 年間まさに同じ釜のメシを
食った同期達は今でも頻繁に連絡を取り合い、お互いの
経営についても相談しあえる大切な存在となっておりま
す。商学院での生活は特別なことはなく、毎日「当たり前
のことを当たり前にやる」
、その繰り返しでした。私の座
右の銘である「凡事徹底」の大切さを学んだ日々であった
と思いますし、その経験は今の私の人生の中で大変大き
な力となっております。

㈱ナカオ
商学院卒業後は、福島に戻り㈱ナカオに入社し、父が創
業した笹木野の地で仕事を始めました。松下電器商学院
で学び思い描いた一級セールスマンへの道にむかってと
にかくひたすらがんばりました。お客様に自分を売り込
むために自己紹介チラシを作成し、地域の皆様にお配り
しました。外から見てアンテナが倒れているお宅があれ
ばチャイムを押して修理をおすすめしたり、朝冷蔵庫を
車に積んで出かけて、その日売れるまで帰って来ないと
いう荒業もやりました。
一級セールスマンへの道を歩んでいく一方で一級経営
者への道もまた課題山積でした。社員一人ひとりがお客
様に対して経営理念に沿った心のこもった接客ができる
よう見直し、お客様のお困りごと解決に焦点をしぼりま
した。社内研修も定例化して、商品知識も広く深く、技

退会のご挨拶
日本生命保険相互会社 福島支社長

櫻井 英樹 会員

福島 RC では、たくさんのことを教えていただき
ました。中でも、阿久津先生、佐藤英典先生から教え
ていただいた「職業奉仕」の考え方は、ある意味、ひ
らめきを得た時のような衝撃で、私の中にズドンと
入ってきました。自らの仕事を進める中で、相手が喜
ぶことや相手のためになることを実現していく。そ
れを通じて、自らをも高めていく。こんな意味でしょ
うか ? 例会や奉仕事業に参加する瞬間だけでなく、自
分の会社に帰って自らの仕事を進めていくその時こ
そが RC の精神を実行していく時である。このことを
理解してから、
「生命保険事業を通じて、どのように
地域に貢献していけるか ?」といったことを考えなが
ら支社経営を行うようになれました。
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術レベルの底上げと、どのスタッフが対応しても同じ
サービスが提供できるよう均一化にも取り組みました。
人事評価についても、ポイント制度を導入し、営業実績
だけによる評価ではなく、段ボール片付けや他のスタッ
フの手伝いなど裏方の仕事にもポイントを付与し、仕事
量を見える化して評価表彰する制度も取り入れました。
一級経営者への道はまだまだ道半ばですが、これからも
小さなことからコツコツと凡事徹底していきたいと思い
ます。
JC・YEG・ロータリークラブ
27 歳の時にお世話になっている先輩からお声がけをい
ただき、福島青年会議所（JC）へ入会しました。初めて参
加した日に先輩方に飲みに連れてっていただいたのです
が、家に帰ったのは朝方の 4 時半でした。お金は払わなく
ていいからとにかく俺に付いてこいという先輩方の姿は、
本当にカッコよかったのを記憶しております。そして、福
島という地域をよりよくしていくことを真剣に考え、激し
く議論を交わす姿は、仕事一筋だった私にとってはカル
チャーショックでしたが、一方では地域密着で仕事をさせ
ていただいている一人として、ふるさと福島に深く関わっ
ていくということについても考える機会となりました。周
りの先輩方に恵まれ、お金の使い方やきれいなお酒の飲
み方、社会人としての立ち居振る舞い、あるべき姿を教え
ていただきました。
40 歳からは福島商工会議所青年部（YEG）にも入会し、
微力ながら 6 年間福島の活性化に携わらせていただいて
おり、あと 2 年在籍期間が残っております。そして 2 月か
ら伝統ある福島ロータリークラブにお世話になることと
なりました。福島の重責を担われている先輩方が多くい
らっしゃると聞いておりますので、いろんな方との出会
いを大切にしながら、失礼のないようにクラブ活動を楽
しんでいきたいと思っておりますので、よろしくお願い
いたします。本日はご清聴ありがとうございました。

福島 RC で学んだもう 1 つのことは、古俣社長から
教えていただいた「奉仕の理想は、親睦の上にこそ成
り立つ」ということです。メンバー同士が親しくなっ
て、信頼し合い、何でも語り合える雰囲気の中で、協
力し合うからこそ、奉仕の理想を実現できる。その
意味では、例会や社会奉仕事業、その他にも、ゴルフ
や TEN の会、委員会行事と、いつもとても楽しかっ
たです。コロナ禍の中で様々な制約はあったものの、
その範囲の中では最大限に楽しい時間を過ごさせて
いただけたと思っています。
1 年 8 カ月という短い期間でしたが、皆さんと過ご
せた瞬間、瞬間の記憶が、福島での温かい想い出に
なっています。東京では、丸の内の東京本部にある損
保業務部で部長をしておりますが、福島 RC で受けた
恩を忘れず、今後とも、公私ともに福島を力強く応援
し続けていく覚悟です。皆さんには、本当に、本当に、
深く感謝しています。誠に、ありがとうございまし
た。これからも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

のパートナーシッ プも含め、ロータリーのあらゆる側面
で公平さを促進していくことに私たちは全力を注ぎます。

PETS 報告
㈱アポロガス 代表取締役社長
2022-23 年度会長

相良  元章 会長エレクト
2022-23 年度、国際ロータリー初の
女性会長ジェニファー E. ジョーンズ
さんが誕生いたします。
RI テ ー マ は「 イ マ ジ ン ロ ー タ
リー」
人間性に溢れ、心が温かくなる素
晴らしいテーマだと感じています。
またこのテーマは平和を願うジョ
ン・レノンのあの歌にも通じている
のだろうと思います。

ジェニファー・ジョーンズ氏が最も強く訴えることは
「DEI」
、多様性があり公平でインクルーシブ（包摂的）な
文化をロータリーで醸成させることです。
ここで 2022 年 1 月 20 日に行われたジェニファー・ジョー
ンズ RI 会長（エレクト）によるテーマ講演から「DEI」に
ついて抜粋してみましょう。

Diversity 多様性

Inclusion インクルージョン（包みこまれている様子）
私たちは、自分が大切にされているとすべての人が感
じ、帰属意識を持てるようなインクルーシブな文化を築
くことに尽力します 。
高潔性というロータリーの価値観に従い、DEI（ 多様
性、公平さ、インクルージョン）にいたる旅路において組
織として自分たちがどこにいるのかを正直かつ透明性を
もって見据えるとともに、これからも学び、向上し続けて
いくことに全力を尽くします。
【資料】

ダイバーシティとインクルージョンとイノベーション

ANA ビジネスソリューション㈱ HP より

平等と公平と解放

私たちは多様性を重んじ、すべての背景、年齢、民族、
人種、肌の色、障害、学習スタイル、宗教、信条、社会経済
的立場、文化、婚姻状況、使用言語、性別、性的指向、ジェ
ンダー自認だけでなく、異なるアイデア、考え、価値観、
信念を持つ人びとによる貢献を大切にします。

Equity 公平さ
すべての人が成功のためのリソース、機会、ネットワー
ク、支援への必要なアクセスを得られるよう、地域社会で

ご活躍をご祈念申し上げます
令和 4 年度より各要職に就かれた会員の皆様です。
おめでとうございます。

©2021.For information,contact Deloitte Tohmatsu LLC.
デロイト・トーマツ HP より

4月誕生お祝い

おめでとうございます

●河田

●新田良一

会員

●古俣

●植田リサ

会員

●八代大輔

佐藤 英典 会員

福島県医師国民健康保険組合 理事長

亨 会員

昭和 6 年 4 月 1 日

丹治 正博 会員

福島県神社庁 庁長
（4 期目）

森岡 幸江 会員

福島県公安委員会 委員長
（2 期目）

●田畑建一

会員

昭和 44 年 4 月 17 日

昭和 32 年 4 月 5 日
昭和 46 年 4 月 28 日

猛 会員

昭和 36 年 4 月 3 日

会員

昭和 56 年 4 月 9 日

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22
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入 会 式

私のひと言

総合学習室アビリティ  代表取締役

■東京海上日動火災保険㈱
福島支店長

今津啓司 様

（紹介者 大沼健次会員）

■日本生命保険相互会社
福島支社長

山内修平 様

（紹介者 後藤忠久会員）

ニコニコBOX報告

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22

「VUCA の時代」
、社会やビジネ
スにとって未来予測困難な状況のことを指す造語で
す。まさに、この 2 年あまりを振り返っても、新型コ
ロナウイルスパンデミック、加えてウクライナの悲
劇等々、まさに未来予測困難な時代です。
そんななか、日本にとって最も深刻なことは、止
まらぬ少子化による人口減だと感じています。この
日本で、昨年は鳥取県の人口に相当する約 50 万人
が、そして今年は島根県の人口相当の約 60 万人が
減っていくというのですから、そう例えるといかに
すさまじい人口減かが実感されます。社会に希望溢
れる子ども達が増えて活気のある国の姿を切望する
次第です。

［報告］ 鈴木朋恵 委員

〈メッセージ会員〉
〇佐藤 英典 会員
4/1 付で、福島県医師国民健康保険組合の理事長に就任
しました。皆さんあまりご存じ無いと思いますが、福島県
内の地域医療を担う開業医とその家族、従業員のための健
康保険組合です。
〇今津 啓司 会員
本日からお世話になります。初めてロータリークラブ会
員となるため、ご迷惑をおかけするかもしれませんが、何
卒宜しくお願いいたします。
〇山内 修平 会員
本日よりお世話になります日本生命の山内と申します。
地域への奉仕の心を第一に、精一杯取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇横山 淳 会員
ウクライナの平和を願って菅野晋会員丸進機業のウク
ライナネクタイとチーフに乾杯！
〇大槻 美恵子 会員
中尾勉会員、新会員スピーチ楽しみにしております。
〇渡邊 又夫 会員
ロータリーの友３月号「地域の水と生きていく」阿久津
PG 執筆の記事を何度も読み返し、ロータリーライフの喜
びに浸っております。
これこそロータリーの偉業と申して良いでしょう。
〇芳見 弘一 会員
白岩先生の講演で、サクラの認識が変わりました。
〇三宅 喬 会員
この 4 月より孫二人が大学へ進学いたしました。あと四
人おります。
〇中川 俊哉 会員
ウクライナの一日も早い平和を祈って！
〇茂田 士郎 会員
今度国際ロータリーの会長になった方は、もしかすると
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佐藤 朋幸 会員

本日の投入額49件

有名な女優さんだった人ではないですか。
「風と共に去り
ぬ」でメラニーの役をやった人だったりして。
〇佐藤 美奈子 会員
桜があちこちで満開となり、うれしくなります。
〇佐藤 朋幸 会員
久しぶりのロータリー例会です。4 月から新入会員のつ
もりで参加してまいります。
〇河田 亨 会員
「誕生祝い」ありがとうございました。本年 91 歳。元気で
頑張ります。宜しくご指導ください。
〇加藤 義朋 会員
相良会長エレクトの PETS 報告、RYLA 研修会参加報告
の大澤様、粢田様、そして新会員中尾会員のスピーチを楽
しみにしております。
〇小原 敏 会員
先月の三者合同新世代会議では坪井会長様、菅沼青少年
奉仕委員長始め多くの委員様のご出席をいただき、無事成
功裏に開催できました。ありがとうございました。
〇大沼 健次 会員
東京海上日動の今津支店長のご紹介をいたします。ご指
導のほどお願いいたします。
〇幡 研一 会員
相良会長エレクトのスピーチ楽しみです。いよいよ間近
になってきましたね。
〇坪井 大雄 会長
新会員のおふた方、RYLA 研修参加のみずほ銀行のお二
人を歓迎して。
〇他に 安藤健次郎／植田リサ／内池 浩／岡田新也／荻野
誠也／小原孝嗣／加藤弘樹／五阿弥宏安／小林仁一／古俣
猛／坂本壮敏／相良元章／白岩康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／
田沼紀美子／田畑建一／丹治正博／土屋敦雄／中尾 勉／中
川宏生／箱岩 偉／長谷部一雄／畠山良平／半沢治久／藤井
守／村上守人／森岡幸江／八代大輔／藪 政勝／吉田大樹

