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【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
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【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

5 月 15 日（日）地区研修・協議会がオン
ラインで開催されました。2022-23 年度の
地区運営方針や地区活動目標・数値目標
が示され、具体的な地区委員会の活動方針も発表されま
した。福島ロータリークラブより参加された次年度の役
員・理事等の皆様には、6 月の例会にてその内容を報告し
ていただきます。
次年度の地区研修・協議会のホストは、福島ロータリー
クラブです。2023 年 5 月 13 日（土）パルセ飯坂において開
催予定です。
右近ガバナーエレクト、古俣実行委員長のもと、数年ぶ
りのリアル開催となります。ホストクラブとして、クラブ
会員全員が何かしらの役割を担うことになりますので、
ご協力よろしくお願いいたします。

福島ロータリークラブ

Facebook ページ

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

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第31 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

新会員スピーチ

2021-22 年度副幹事

ソングリーダー 菅沼 裕 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

新会員
損害保険ジャパン㈱福島自動車営業部長
岡野友嘉 様

泰子

● 5/20（金）福島東ロータリークラブの
例会は夜間例会に変更となっており
ます。
● 5/24（火）福島北ロータリークラブの
例会は夜間例会に変更となっております。
●本日、ユナイテッド福島小銭 BOX を回しております。
皆様のご協力をお願いいたします。
● 5/21（土）10 時より規則手続・手続委員会セミナー
が開催されます。当クラブより阿久津 PG、右近 G ノ
ミニー、坪井会長が出席されます。
● 5/26（木）県北第二分区インターシティミーティング
が開催されます。講師は当クラブの相良元章地区公共
イメージ委員会委員長が担当されます。
● 6 月東京交歓会オプショナルツアー「日本銀行本店見
学」は、募集人数に達しましたので締め切らせていた
だきます。
● 5/25（水）18 時よりローゼンケラーにて TEN の会が
開催されます。出欠返信がまだの方は、至急事務局ま
でお知らせくださいますようお願いいたします。
● 5 月ロータリーレートは 1 ドル 130 円となりますので
お知らせいたします。

日本生命保険相互会社 福島支社長

山内 修平 会員

大槻スリープクリニック 専務

大槻美恵子 会員

会員スピーチ

ロータリーソング「我らの生業」

渡辺

入会式

損害保険ジャパン㈱福島自動車営業部長
岡野友嘉 様（紹介者 大沼健次 会員）

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
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

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

その厳格だった父は、私が社会人になって 2 年目の時
に、58 歳の若さで亡くなりました。生前、父からは「自分
が親としてどれだけのことをしてやれたかはわからない。
ただ、将来お前が家庭を持つことになった時には、自分
が親からしてもらったと思うことと同じくらいのことは、
自分の子供にもしてあげられるよう、努力しなさい」と言
われていました。

皆様こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、日
本生命福島支社の山内と申します。本日は、皆さまの貴重
なお時間を頂戴し、新会員スピーチを行わせていただき
ます。
若輩者の拙い話で恐縮ですが、しばしお付き合いいた
だければと存じます。
１．
「続ける」
（父から学んだこと）

その後、私は、入社 4 年目の 25 歳の時に結婚をし、おか
げさまで三人の娘にも恵まれ、自分が育った環境と同じ 5
人家族の人生を歩んでいます。
第一子の長女が生まれたのは、入社 9 年目の 30 歳の時
でした。当時はまだ「働き方改革」が謳われる前の時代。
平日はもちろん、週末でさえも十分に娘と触れ合う時間

私は、昭和 50 年に奈良県で、三人兄弟の三男として生

がとれない私が、妻の提案で始めたのが、娘との交換日記

まれました。幼稚園入園前に、父の転勤で神奈川県に移り

でした。ノートの 1 ページの上半分に娘がその日にあっ

住んで以降、桐蔭学園中学校・高等学校、一橋大学と進学

たことを書き、下半分に私が返事を書く。極めてシンプル

し、大学卒業までの 20 年間を横浜で過ごしました。

なこの日記は、長女が 3 歳の時に始めて以来 13 年間続い

父は商社マンでしたが、珍しく海外赴任がなかったた

ており、次女・三女とも同様に続けています。仕事が深夜

め、幾度かの単身赴任はあったものの、家族五人での生活

に及んだ時も、飲み会で酔っ払って帰った時も、出張の時

が長く続く学生時代を送りました。幼いころの私は、二人

も、一日も欠かさず続けてきた日記のノートの数は 100 冊

の兄がやっていることは何でも真似したがり、スイミン

余りとなり、親子の一つの宝物になっています。

グ・サッカー・そろばん・公文等、習い事もいろいろと

この度、単身赴任となり、今までと同じ形では続けられ

経験をしました。自らやりたいと言い出したことは、何で

なくなりましたが、今は便利な時代になりました。スマホ

もチャレンジさせてもらえるありがたい環境でしたが、

で見つけた「交換日記アプリ」を使い、今でも毎日、お互

厳格だった父の教育方針は、
「一度やり始めたことは、最

いの様子を伝えあうコミュニケーションを三人娘と続け

後までやり通せ」というもので、その言葉に例外はありま

ることができています。

せんでした。正直、兄に憧れて、という単純な理由で始め

交換日記を続けてきて、一番良かったと感じているこ

たことも多いなか、
「やってみたけど面白くないから」
「な

とは、毎日「続ける」ことで、娘の日々のちょっとした変

かなか上達しないから」
「周りの友達も止めているから」

化に気づくことができた、ということです。とりわけ幼少

「受験で塾が忙しくなったから」等の理由は一切通用せず、

期は、嬉しい時であっても悲しい時であっても、心が動い

自身が納得するレベル・結果に至るまでは、唯々「続ける」

た日の娘の日記には感情が溢れていました。一方で、特に

ことを求められました。

心が躍ることがなかった日は、行った場所や食べた物の

当時は、その厳しさを不満に思うこともありましたが、

内容等、淡々とその日にあった事実だけでページが埋め

今となっては、一時的な状況や感情に拠らず、一つのこと

られている感じがしました。私は、この日記で感じ得た娘

を「続ける」ということの大切さを実感することも多く、

の心の状態・変化を、次に自分が娘と触れ合うときの過

公私を問わず、自身が物事に臨むスタンスのベースになっ

ごし方にも役立てることができています。

ている気がします。

私の場合は、父とは違い、娘に「続ける」ことを強いて

なお、余談となりますが、私が経験した習い事のなか

きたわけではなく、そのうち娘から離れていくだろう、そ

で、今でも一番重宝しているのが「そろばん」です。今で

うなったら自然と止めよう、という緩い気持ちで続けて

こそキャッシュレスの時代になりましたが、以前は、例え

きましたが、娘にとっても、
「習い事や受験等で忙しくと

ば買い物に行った時には、かごに商品を入れる度に暗算

も、一日の終わりに日記を書き、その日を振り返ること

で金額を積み上げ、レジに並んでいる間に消費税も含め

で、自分をリセットして眠りにつくことができる」という

て一円単位で現金を準備することを苦も無くできました

価値があったようで、止めるという選択肢はなかったよ

し、友人や同僚と飲みに行った際の割り勘も一瞬で計算

うです。

できます。これまで、計算機を使った経験は、ほぼありま
せん。
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２．
「繋ぐ」
（娘との交換日記）
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父から学んだ「続ける」ことの大切さを、日記という一
つの形で娘と実践し、娘が自分なりに意味を見つけ、感じ

てくれていることを、私は嬉しく思いました。

ら、感染対策については、とにかく徹底を行いました。ア

これからも、まだまだ続く育児の中で、
「世代を繋ぐ」と

ルコール消毒、マスク・手袋の着用等の基本的な対策は

いう親としての一つの務めを、果たしていければと思っ

もちろん、全スタッフが PCR 検査を定期的に受検。食事

ています。

も、昼は屋外でスタッフ同士が互いに背を向け 2 ｍ以上の

３．
「現場（地域）の声を聴く」
（東京 2020 大会協賛活動）

間隔をとりつつ、夜は、各自がホテルの部屋で、冷めた弁
当を食べ続ける毎日でした。休暇取得日でさえ自宅への

日本生命入社後の仕事のことについて、話を移します。

移動は避け、各都道府県のホテルの部屋で、一日じっとす

営業現場での仕事を希望して入社した日本生命でしたが、

るのみ。メンバーの中には 80 連泊という過酷な日々を過

実際には入社直後の最初の 2 年を神奈川県の湘南支社で過

ごす者もおりました。

ごして以降は、22 年間、東京本部での仕事が続きました。

リレーの運営自体も、当初描いていたものとは大きく異

その私に、最も「現場」を実感する機会が訪れたのが、

なる動きとなりました。毎日、各ランナーや沿道で応援し

直近在籍していた「オリンピック・パラリンピック推進部」

て下さる方々への対応にあたるチームとは別に、次の都

で東京 2020 大会の協賛活動を担当した時でした。

道府県に前入りする部隊を設け、現場である地域の方々

約 7 年の協賛期間を通じて、とりわけ私が力を入れたの
が、パラリンピック領域の活動でした。

の声を把握することに努めました。
ルートとなるエリアの付近だけでなく、街中のさまざ

オリパラを担当する以前に、11 年間人事部に在籍して

まな場所での声に耳を傾け、それをランナーを先導する

おり、
「女性活躍推進」
「障がい者雇用」
「LGBT」等、さま

車両のスピード・アナウンスの音量、沿道で配布するサ

ざまなテーマに取り組んできましたが、パラリンピック

ンプリングの数等、至る所に反映しました。

領域での活動は、今までにない、ダイバーシティを、
「頭」

121 日間を通して、徹底して地域の方の声を聴き続け、

ではなく「心」で理解する機会になると思ったからです。

その声をもとに運営を柔軟に変更していく。このことで、

着任後、まずは職員自身がパラスポーツを体感する機

心配の声は徐々に
「否定」
ではなく、
「地域に応じて柔軟に」

会を作るべく、社内に実際に日本代表選手が存在し、競技

という形に変わっていっていることを感じていました。

としても協賛をし始めた車いすバスケットボールの試合

こうして、残念ながら、一部、公道では運営できない地

を、職員同士で誘い合って観戦に行くことから始めまし

域もありましたが、各地域の方々に、それぞれの環境に応

た。健常者が行うバスケットボールとコートの広さ・ゴー

じて受け入れていただいたおかげで、無事に聖火の火を、

ルの高さが全く変わらないその環境で車いすを巧みに操

そして、ランナーの方やそれを応援して下さる方々の
「人」

り躍動する選手に、観戦した者の心は一瞬にして奪われ

や「地域」に対する想い・絆を、最後まで繋ぎ続けること

ました。そして今度は、職員が同じ地域のお客様をお誘い

ができました。

して一緒に観戦に訪れる、という活動に変わりました。さ

この聖火リレーに関わった経験は、改めて、地域と寄り

らに、2018 年から 2020 年にかけては、全国 47 都道府県で、

添うことの意味や意義、その大前提として地域の方々の

車いすバスケットボールをお客様に体験いただく機会も

声を聴くことの大切さ、を実感することに繋がり、組織と

作りました。これまでに、2 万人を超える職員が自ら体感

しても自身にとっても、とても貴重で意義深い経験になっ

し、35 万人のお客様や地域の子供たちをお誘いしてきた

たと思っています。

この活動は、東京 2020 大会のレガシーとして、今なお続
いています。
長い協賛活動の中で、もう一つ忘れられないのが、全
国 47 都道府県を巡回した聖火リレーです。57 年ぶりの
自国開催である東京 2020 大会を、
「東京 2020」ではなく、
「JAPAN2020」にするためには、何より聖火リレーの実現

そしてこの度、私自身は、聖火リレースタートからちょ
うど１年後の今年の 3 月 25 日に、ここ福島の地で仕事を
スタートする機会をいただきました。
自分自身がこれまでの人生で学んできた、
「続ける」こ
と・
「繋げる」ことの大切さ、そして、
「現場である地域の
声を聴く」ことの大切さ。

が必要不可欠でした。しかし、当時は、いわゆる「感染拡

このことを心に留めつつ、福島ロータリーの諸先輩方

大期」
。実際、福島の地をスタートした直後は、各地域で

がこれまで大切にされてきた活動を続け、繋いでいくこ

の聖火リレーの様子が、全国には正確には伝わらず、一部

とで、少しでもここ福島での地域に寄り添った活動に貢

では否定的な意見も聞かれる実態にありました。

献していきたいと思っております。

そのような中、我々が大切にしたことは、大きく 2 つ。

この度は、歴史と伝統あるこの福島ロータリーへの入

一つは、
「安全・安心を大前提にすること」
、もう一つは、

会を認めていただき、改めてありがとうございます。引

「各地域に受け入れていただける運営を追求すること。そ
して、その答えを『現場』である各地域に求めること」で
した。
121 日間に亘って 47 都道府県を巡る聖火リレーは、当

き続き、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。
本日は、貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございま
した。

時最も懸念されていた「県跨ぎの移動」を繰り返すことか
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会員スピーチ

ショートスリーパー・ロングスリーパー

『睡眠』

（医）健眠会大槻スリープクリニック 専務
睡眠健康指導士上級認定
睡眠改善インストラクター
産業カウンセラー

大槻  美恵子 会員

エジソン

ナポレオン

3～ 4時 間

本日は、福島ロータリークラブ例会で貴重な時間を頂

アインシュタイン

10時間以上

戴しまして睡眠についてのお話させていただける光栄に
感謝申し上げます。

必 要 な 睡 眠 時 間 は 人 そ れ ぞれ で す 。
よ く 言 わ れ る 8時 間 睡 眠 に は 医 学 的 根 拠 は あ り ま せ ん 。

昨今は睡眠研究の目覚ましい成果のおかげで睡眠情報
が盛りだくさんです。会員の皆様もたくさんの睡眠知識
をお持ちと思いますが、睡眠習慣の改善は意外と難しい
のではないでしょうか。私は講演で睡眠メカニズム効能、
睡眠儀式とメンタルヘルス、働き方と睡眠習慣などのテー
マでお話ししておりますが、本日は 20 分という限られた
時間なので適切な睡眠習慣の極意についてお話しできれ
ばと思っております。
先月、福島青年会議所例会で睡眠負債の講演をさせ
ていただいた時のことです。睡眠時間 5 時間以下の人が
40％いらっしゃいました。布団に入り枕に頭をつけたと
たん爆睡するそうです。
「いつでもどこでも数秒で入眠で
きるのは危険な状態、いわば気絶状態で寝ているという
こと」と専門家が言っております。それだけ身体が睡眠
を欲しているということだそうです。睡眠は掛け替えの
ないもの。つまり睡眠は別な何かで代替させることがで
きない特別な行為なのです。よく若い方からショートス
リーパーになる方法を教えて下さいとの質問を受けます。
ショートスリーパーは 5 時間以下の睡眠でも日中眠くな
らない人のことですが、遺伝子によってきめられていて
人間のほんの 0.1％ぐらいだそうです。つまりショートス
リーパーになることはできませんというのが回答です。
自覚的には 20％の人が自分はショートスリーパーである
と誤認していると言われています。
「人は」一定の睡眠時
間を必要としており、それより睡眠時間が短ければ、足り
ない分がたまり続ける。
「つまり眠りの借金が生じる」睡
眠不足はすぐに返済できる状態。でも睡眠負債は借りが

4
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井上雄一:眠りを治す熟睡できるハウツー＆治療（小学館）, p36-37, 2008.

どんどん膨らみ、にっちもさっちもいかなくなる状態。睡
眠時間に関するトレードオフは成立しないということな
のです。
次に、入眠前になると不快な出来事（人の怒った表情）
を思い出し、眠れなくなるのですがどうすればよいです
か？という質問を頻繁に受けます。先ほどスライドの睡
眠経過図で説明したレム睡眠を奪われると、感情を読み
取る部位の脳が十分に機能しなくなり、脳は相手が友好
的な表情を浮かべていても、自分に敵対的な表情をして
いると謝った判断をしかねないそうです。つまり、良質の
レム睡眠をとれれば、表情から感情を正確に読み取り、平
和的な人間関係を構築することができるということにな
ります。質問の答えとしては、
「その人は怒っていたわけ
ではないと意識的に考え直しましょう。そして自分も最
高の笑顔を作りましょう。よく眠れれば不快な思いは忘
れているかも」とお答えします。
また、睡眠の質を向上させるための具体例を教えてく
ださい、と質問を受けます。
心と体の健康を増強し、仕事の効率を上げてくれる良
質な睡眠は、寝入りばな 90 分間に深睡眠（深～い眠り）が
確保される眠りのことです。その深睡眠中には成長ホル
モンが分泌され、全身の細胞を修復、脳をリフレッシュさ
せてくれます。良質な睡眠をとるための６つの技を起床
時から就床時、時系列でまとめました。ぜひ実践下さい。

良質な睡眠のための 6 つの技
１．起床時

目覚めたらカーテンを開けて朝の光を浴びま
しょう。体内時計がリセットされます。深呼吸、

脳の睡眠
体重の約２％(約1400ｇ)

消費エネルギーの約２０％

軽い体操も効果的です。
＊＊＊＊日中はなるべく社会参加して
活動の質を上げましょう＊＊＊＊
２．就床５時間前

カフェイン（コーヒー、紅茶など）は飲まないよ
うにしましょう。

３．就床 3 時間前

入眠準備に入ります。夜になると沸き上がる怒
り、不安、心配事、小言などは NG です。イライラ
スイッチは OFF にして副交感神経を優位にしま

リラックスして眠りに付けば深睡眠になり成長ホルモン

しょう。

が分泌されます。明日目覚めた時、やるべきことにエネル

４．就床 2 時間前

ギーを集中できる脳に修復されていることでしょう。

ブルーライト（スマートフォンの光など）は眠り

私事ですが、睡眠困難事件が 6 年前に起こってしまい

のホルモンを抑制します。就寝前はほのかな夕焼

ました。父が高齢のため急に動けなくなり、寝付くように

け色のライトを使用しましょう。

なって毎日トラブルが続くようになりました。私は心労と

５．就床１時間半前

不安で、どんなに疲れていても、1 時間おきに目覚めるよ

お風呂などに入って体温を上げる。そうすれば眠

うになってしまったのです。目覚めるたびに恐る恐る時計

くなる頃には体の中心部の深部体温が下がり、深

を見ました。つまり 1 時間以上継続して眠れなくなったの

い睡眠を得やすくなります。

です。私は愕然としました。こんなに皆さんの前で快眠術
とか偉そうに言ってきたのに…。それからどうすることも

６．眠る直前

なるべく寝酒はしない（お酒の分解途中に覚醒作

できずに 1 ヶ月ほどたった頃、父がぽつんと言いました。

用のある物質が作られるから）命を守り頑張った

「明日も目覚めてぇな！」
（明日も生きていたいなー）とい

自分を褒めて労ってあげましょう。なるべく声に

う意味だったと思います。それが私にとって奇跡の言葉と

出して【自分は素晴らしい、頑張った！】

なりました。だんだん継続して眠れるようになっていった
のです。ぐっすり寝たい、長く寝たいと考えるのではなく

適切な睡眠習慣
1 起床時
日中
２ 5時間前
３ 3時間前
４ 2時間前
５ 1時間前
６ 就寝前

定時の起床 太陽を浴びる
社会参加で活動の質を↑
カフェインなど✖
イライラ、怒り、不安、愚痴✖
青い光など✖
深部体温を下げる〖風呂〗
自分を労う◎ 寝酒✖

6 番目の技は、緊張や攻撃性をもたらす交感神経からリ
ラックスできる副交感神経を優位にする効果があります。
今日の出来事を振り返れば様々なことが思い出されるで
しょう。
「あんな状況で良く我慢できた。努力できた。
」と
ポジティブな解釈を見つけることが鍵になります。1 日を
丁寧に振り返り、明日につながる文脈を見つけてから入
眠することをお勧めします。お金もかからず、道具もいら
ず、効果絶大。昔から言霊【ことだま】と言いますが、口か
ら出た言葉が耳に入り不思議な力を発揮します。十分に

生きて目覚めたいと思うようにしたのです。意識的に声に
出して、
『生きて、目覚めたい』と言うようにしました。で
すから私にとっての魔法の術は「どんなにしんどいものを
抱えた状態でも、明日また、必ず目覚めたい！と意識的に
唱える事」とお答えさせていただきます。私はここ 6 年間、
最高に幸せな睡眠人生を送っております。
親愛なるロータリアンの皆様の益々の睡眠力と幸福力
の増強をお祈り申し上げて、私のスピーチを終了とさせ
ていただきます。ご清聴ありがとうございました。

私は【睡眠力】によって
傷とか病気を秘かに治し
今日まで無病である
私は睡眠は
【幸福力】ではないか
と思っている
水木しげる
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私のひと言

㈱ダイヤモンド・スター・コーポレーション

■損害保険ジャパン㈱
福島自動車営業部長

岡野友嘉 様

（紹介者 大沼健次 会員）

監査役

佐藤 美奈子 会員

震災から 11 年たった今も福島を
支援いただいている東京アメリカンクラブは、昨年
クラブ内に福島委員会を立ち上げ、さらに福島に寄
り添ってくださっている。これまで市教育委員会を
通じて小中学校に多額の支援をいただいているが、

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

特に嬉しいのが、中学 2 年生の子ども達累計 150 名以

■ 6 月 2 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
地区研修・協議会 報告
会長会・幹事会・会員増強拡大 DEI 委員会
公共イメージ IT 委員会・職業奉仕委員会
社会 / 国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会
ローターアクト委員会・ロータリー財団委員会
米山記念奨学会委員会（各委員会 3 分程度）

上をクラブ会員の家にホームステイで受け入れ、高

■ 6 月 9 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
地区委員 年間活動報告
阿久津肇パストガバナー・右近八郎ガバナーノミニー・
渡辺健寿会員 ･ 相良元章会員 ･ 古俣猛会員 ･ 菅沼裕会員
佐藤美奈子会員（お一人 5 分程度）

る。今春、クラブに感謝の気持ちを伝えたいと大学生

＊6 月誕生祝い ＊ ｢四つのテスト唱和｣

＊ ｢友｣ 紹介

■ 6 月 16 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】
クラブ委員会委員長 年間活動報告
会員増強委員会 ･ 公共イメージ委員会 ･ 職業奉仕委員会
社会奉仕委員会 ･ 青少年奉仕委員会（各委員会 4 分程度）
新会員スピーチ

東京海上日動火災保険㈱  福島支店長

語でプレゼンする機会を与えるプログラムの開催で
ある。娘も中学生の時にこのプログラムに参加した。
クラブは、観光支援のため 3 年前から土湯のこけ
し祭りで焼却されるこけしを引き取りバザーで販売。
累計売上 100 万円を全額温泉観光組合に寄付してい
になった娘がこけし販売を手伝ったところ、クラブ
で歓迎され、会報誌に記事が大きく掲載された。
福島支援への感謝を伝えることの大切さ、多くの
外国人会員の温かさにふれ、素敵な出会いをさせて
いただいたようだ。コロナで海外の夢をあきらめか
けていたが、留学しようかなという言葉を聞き、一歩
踏み出すチャンスを与えてくれたクラブに感謝して
いる。コロナに負けず、挑戦する若者が増えることを
強く望む。素敵な出会いは人生を変える。

今津 啓司 会員

ニコニコBOX報告

［報告］ 鈴木朋恵 委員

〈メッセージ会員〉

〇大槻 美恵子 会員

本日は貴重なお時間を頂戴して「睡眠」のお話をさせて

本日の投入額41件

〇山内 修平 会員

本日、新会員スピーチをさせていただきます。貴重な例

会の中のお時間を頂戴し恐縮ですが、しばしお付き合いい

いただきます。皆様の睡眠力と幸福力がすこしでも向上し

ただけますと幸いです。

ますことを祈っております。

〇坪井 大雄 会長

〇大沼 健次 会員

新会員、岡野氏を紹介いたします。今後、ご指導をお願

いいたします。
〇岡野 友嘉 会員

本日から入会させていただきます。皆様とともにこれか

ら色々な活動に取り組んでいきたいと思います。どうぞよ

5 月 15 日（日）地区研修協議会が開催されました。次年

度は、来年 5 月 13 日福島クラブがホストです。よろしくお
願いいたします。
〇他に 植田リサ／内池 浩／荻野誠也／小原 敏／加藤弘
樹／加納武志／五阿弥宏安／後藤洋伸／古俣 猛／相良元章

ろしくお願い申し上げます。

／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤良智／茂田士郎／清水太郎

〇加藤 義朋 会員

／白岩康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹／田沼紀美子／

に期待し、楽しみにしています。

偉／半沢治久／藤井 守／村上守人／村山成也／森岡幸江／

〇幡 研一 会員

八代大輔／藪 政勝／渡辺泰子

新会員 山内修平氏、会員スピーチ 大槻美恵子氏の卓話

山内修平会員、大槻美恵子会員のスピーチに期待して。
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円宮久子様はじめクラブ会員の前で福島について英
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丹治正博／土屋敦雄／寺田 充／中尾 勉／中川宏生／箱岩

