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福島ロータリークラブ会報
第29 回例会

【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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本日のプログラム
メンター委嘱状交付

中尾 勉 会員メンター
日下部達 会員メンター
村山成也 会員メンター

会長あいさつ

【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

吉田大樹 会員
丹治正博 会員
渡辺健寿 会員

坪井大雄 会長
加藤義朋 会員
坪井大雄 会長

各委員会報告

■例会小委員会
ニコニコBOX担当

【例会日】木曜日 12：30

観桜夜間例会

RLI 修了証 伝達

RLI研修会パート2修了
阿久津 肇 PG
箱岩 偉 副会長
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浦部 博 委員

2021-22 年度副幹事

渡辺

泰子

●当クラブ次週 4/28（木）の例会は、祝日の週のため休会
となっております。
● 4/23 日（土）二本松 RC60 周年記念式典は阿久津 PG、
右近 G ノミニー、坪井会長、相良会長エレクト、吉田次
年度幹事が出席いたします。
● 4/24（日）米山記念奨学生歓迎オリエンテーションが
Zoomにて開催されます。当クラブより加藤義朋会員が
出席いたします。
● 4/28 日（木）午後 6 時より次年度理事会を開催いたし
ます。よろしくお願いいたします。

懇親会
司会 親睦小委員会委員

八代大輔 会員

■御祝
福島県医師国民健康保険組合

■開 会

理事長 佐藤英典 会員
福島県神社庁

■乾 杯
■懇親

五阿弥宏安 直前会長

庁長（4 期目） 丹治正博 会員
福島県公安委員会
委員長（2 期目） 森岡幸江 会員
県北第一分区親善ゴルフ大会表彰
■（エアー）手に手つないで
ソングリーダーの皆さん

■閉会のことば

箱岩 偉 副会長

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22

1

観桜夜間例会
4月21日（木）18：30〜

本日の日本酒リスト

●クーラクーリアンテサンパレス４F ベリル

●松崎酒造
●名倉山酒造
●鶴の江酒造
●開当男山酒造
●大七酒造
●奥の松酒造

廣戸川 大吟醸
名倉山 大吟醸
会津中将 純米大吟醸 酔匠
開当男山 大吟醸
箕輪門 生酛純米大吟醸
ハニール

司会の八巻恵一会員と八代大輔会員
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親睦小委員会のみなさん

内池浩会員より野菜が好きになるスープ（トマト・
オニオン）2 種を、菅野晋会員からはウクライナ支
援ポケットチーフをいただきました。ありがとうご
ざいました。

（エアー）手に手につないで

ROTARY CLUB of FUKUSHIMA 2021-22
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メ ン タ ー 委 嘱 状 交 付
■中尾 勉 会員メンター

私のひと言

佐藤充孝税理士事務所

吉田大樹 会員

■日下部 達 会員メンター

丹治正博 会員
■村山成也 会員メンター

渡辺健寿 会員

R L I 修 了 証

伝 達
RLI 研修会パート2修了
■坪井大雄 会長
■阿久津肇 PG
■箱岩偉 副会長
■加藤義朋 会員

佐藤 充孝 会員
私の趣味の一つにメダカ飼育が
あります。お祭りの露店にメダカすくいという露店
があり、そこで娘がメダカを数匹すくったことから
飼育が始まりました。
私にとってのメダカ飼育の魅力は、
「飼育が簡単」
「繁殖が簡単」
「品種が豊富」の３点です。メダカは水
質や水温変化に強く、屋内でも屋外でも飼育・繁殖
が可能です。バケツひとつでも飼育ができるので、
気軽に飼育を始められます。品種も豊富で、一匹数
万円する品種もあります。最近では、脱サラしてメ
ダカ専門店を開業される方もいるそうです。
メダカを販売するほど繁殖させることができた
ら、私の副業として適正申告に努めたいと思います。

県北第一分区親善ゴルフ大会開催
4/16（土）当クラブホストで県北第一分区親善ゴルフ大会が、パーシ
モンカントリークラブにて行われました。
団体で 3 位、個人では岡田新也会員が2位の成績でした。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 5 月 19 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】会員スピーチ
    
（医）健眠会 大槻スリープクリニック 専務 大槻 美恵子 会員
   

新会員スピーチ

日本生命保険相互会社 福島支社長

  山内 修平 会員

■ 5 月 26 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】会員スピーチ
    
渡辺健寿法律事務所 代表弁護士
渡辺 健寿 会員
開会式のご挨拶を古俣猛パスト会長にお願いいたしました。

ニコニコBOX報告

［報告］ 浦部 博 委員

〈メッセージ会員〉
〇菅野 晋 会員
当社で作成したウクライナ支援ポケットチーフを本日
納めさせていただきました。
皆さんで身に付けてウクライナへの連帯を示していた
だければ幸いです。
〇茂田 士郎 会員
先日、久しぶりに二本松に桜の花見に行きました。霞ヶ
城公園には行ったことがあるのですが、その他に一本一本
に名のある桜の木や古いお寺があるので充分に楽しめま
した。
〇佐藤 英典 会員
就任のお祝いありがとうございます。
〇丹治 正博 会員
このたび、福島県神社庁の庁長に再選されました。県内
3,000 神社をまとめ、地域の信仰を次世代につなぐ仕事に
励みます。
〇横山 淳 会員
今日は久しぶりの夜間例会何よりです。中止にならない
か心配しましたが実施できて良かったです。
〇大槻 美恵子 会員
初めての観桜夜間例会です。大変楽しみにしておりました。
〇山内 修平 会員
初めての夜間例会への参加となります。諸先輩方から多
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本日の投入額42件

くのことを吸収させていただき、実り多き活動に尽力でき
るよう頑張ります。
〇渡辺 健寿 会員
久しぶりの夜間例会、大いに楽しんで参加しています。
〇白岩 康夫 会員
久しぶりの夜間例会です。大いに楽しみましょう。
〇村山 成也 会員
先週入会をお認めいただき、その後ゴルフコンペと懇親
会に参加させていただきました。先輩方のゴルフの上手さ
とお酒の強さにタジタジになりました。より一層精進いた
します。
〇幡 研一 会員
久し振りの夜間例会です。楽しませていただきます。
〇坪井 大雄 会長
コロナ禍の中での夜間例会。色々と制約のある中、準
備、設営、運営にあたってくださった親睦委員会の皆様に
感謝して。
〇他に 安藤健次郎／植田リサ／浦部 博／岡田新也／小原
敏／小原孝嗣／加藤弘樹／加藤義朋／加納武志／管野裕一
／五阿弥宏安／児玉健夫／小林仁一／佐々木高敏／佐藤朋
幸／清水太郎／菅沼 裕／鈴木朋恵／勢島 昇／高田博樹／
田沼紀美子／寺田 充／箱岩 偉／半沢治久／森岡幸江／八代
大輔／藪 政勝／八巻恵一／吉田大樹

