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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

二本松ロータリークラブ創立 60 周年に
あたり、スポンサークラブである福島ロー
タリークラブに対し、
「ミニチュアゴング」
を寄贈いただきました。少しずつですが、
日常も通常ベースにもどる中、次年度以降
「競馬場例会」や「職場訪問例会」等、
“移動例会”にて是非使
用していただきたいと思います。
福島東稜高校インターアクトクラブの皆さんは、コロナ
禍によって高校生活自体、制約の多い中、インターアクト活
動ばかりでなくロータリー活動に対してもスポ GOMI はじ
め、多くの事業に協力し活動してくださいました。心から敬
意を表し、優良インターアクターとして表彰させていただ
きます。これからもインターアクト精神をもって、様々な活
動にあたっていただきたいと思います。インターアクト OB
のひとりとして皆様の活躍に期待しております。
「東京交歓会」も日本銀行様のご協力をいただき、国の重
要文化財に指定されている本館、貨幣博物館の見学を企画
することができました。また、東京世田谷ロータリークラブ
の皆様も参加して下さいます。OB の皆様と旧交を温めると
ともに、次年度の国内友好クラブ締結にむけて親交を深め
てまいりたいと思います。親睦委員会の皆様、よろしくお願
いいたします。

本日のプログラム

2021-22 年度副幹事

渡辺

ソングリーダー 茂田士郎 会員

優良インターアクター表彰

福島東稜高校インターアクトクラブ
部長
菅野綾香 様
副部長 市山大雅 様
上野浩子 様

福島ロータリークラブ

Facebook ページ

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

今津啓司 会員

退会あいさつ

テレビユー福島 代表取締役社長
新田良一 会員

日本銀行福島支店 支店長

植田リサ 会員

競馬を楽しむロータリアンの会よりご案内

佐藤英典 会員

入会式

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
福島支店長 小林秀次 会員
（推薦者 大沼健次 会員）

泰子

● 6/17（金）福島東 RC の例会は 18 時よりバッカーノにて
夜間例会に変更になっております。
● 6/20（月）福島西 RC の例会は理事会承認休会となって
おります。
● 6/17（金）午後 5 時 30 分より東京赤坂の ｢北大路 ･ 赤坂
茶寮｣ にて東京交歓会が開催されます。またオプショナル
ツアーとしまして日本銀行本店見学が予定されておりま
す。歴代支店長の中山興様、菅野浩之様がご案内をしてく
ださる予定となっております。尚、日銀本店見学にご参加
の皆様は顔写真入りの身分証明書を忘れずにご持参くだ
さい。ご不明な点がございましたら事務局までお問い合
わせください。
● 6/18（土）地区事務局研修セミナーが会津若松ワシント
ンホテルにて開催されます。当クラブより右近ガバナー
ノミニー、坪井会長、小澤事務局員が出席いたします。
● 6 月ロータリーレートは１ドル 127 円となりますのでお
知らせいたします。

東京海上日動火災保険㈱  福島支店長
新会員スピーチ
クラブ委員会委員長より 年間活動報告

ロータリーソング「それでこそロータリー」

顧問

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第35 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

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
東京海上日動火災保険㈱ 福島支店長

今津 啓司 会員
皆さまこんにちは。ただいまご紹介に預かりました、東
京海上日動火災 福島支店の今津と申します。本年 4 月に
大沼様のご紹介で、この歴史と伝統の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。本日は貴重な機会を
いただき、誠に有難うございます。
諸先輩方を前に拙いスピーチでお時間をいただき恐縮
ですが、暫しお付き合い願えればと存じます。
生い立ち
私は、札幌冬季オリンピックが開催された 1972 年に、阿
波踊りで有名な四国の徳島県で 3 人兄弟の次男として生
まれました。小中高ともに地元の公立校に通い、大学入学
までの 18 年間徳島県で育ちました。
小学生の頃は、学校から帰るとランドセルを放り投げ
て、友人と一緒に神社に作った秘密基地を起点に探検し
たり、公園で野球をしたり、近所の家の呼び鈴を鳴らしそ
の場を立ち去るピンポンダッシュをしたりなど「昭和の子
供」らしい日々を過ごしました。ただ、注意力散漫だった
ためケガが多く、骨折 1 回、縫合手術 1 回そして奇跡的に
ケガがなかったのですが工事中に家の 2F から転落するな
ど、両親に心配をかける日々でした。
また、当時は後先考えず何でも誘われたら参加してしま
う癖があり、中学年以降は当時父の影響で始めた地元剣道
クラブに通っていたものの、その後気がつけば小学校の器
械体操部・バスケットボール部・放送部・生徒会も掛け
持ち、算盤・書道の習い事もしていたので帰宅すると常に
夜 9 時まで起きていられない、家ではいつも寝ている子供
だったと親から今でも言われます。
そんな生活から中高は一転、剣道一本に絞って部活に励
む日々を送りました。
ただ、ここでちょっとした願望が芽生えました。それは
TV の向こう側にいってみたいということです。最初は高
校 1 年の高校生ウルトラクイズ四国予選参加です。片道 5
時間ほどかけて徳島から愛媛の会場に向かって 1 問目で
あえなく不正解、終了です。その時の問題は今でも覚えて
います。当時日テレアナウンサーの福留さんから発せられ
た問題は「空海の名前は、高知の青い空と青い海からきて
いる、〇か×か ?」
、正解は〇でした。
そして、東京の大学に進学した後も友人のつてを辿って
NHK さんの番組で植木等さんのスーダラ節のバックダン
サーとして NHK ホールで出演したり、クイズ 100 点満点
というクイズ番組に出演したり、そして当時有名だったと
んねるず司会の某お見合番組にも面接を経て出演したり
してましたので、出演後、実家に高校の担任から「彼は何
を大学に行って何をやっているんですか」と心配する電話
がかかってきてしまいました。
社会人となって・3 度の出向
そんな学生時代を送っていた私ですが、あらゆる業種の
企業活動また個人の日常生活におけるリスクにオーダー
メイドで備え、お客様の挑戦を下支えできるという事業領
域の広さと、形のない商品・サービスを提供するが故に大
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切となる「提供するヒトの人間力向上」に魅力を感じた私
は 1995 年 4 月、東京海上火災保険に入社しました。現在、
入社 28 年目・8 場所目となりますが、うちグループ会社含
め 3 度・計 10 年間で出向と当社内では少し珍しい経験を
しましたが、結果的に今の自分にとって得難い経験となっ
たと思っています。
最初の勤務地は名古屋で、保険を本業とされない兼業代
理店の営業担当を経験した後、1999 年最初の出向先とな
る運輸省総合政策局総合計画課そして出向中の 2001 年 1
月からは、省庁再編により国土交通省運輸政策局交通計画
課で計 2 年間勤務しました。
職務内容は、
「21 世紀初頭における総合的な交通政策の
基本的方向について」という運輸政策審議会答申作り、将
来の整備計画に資する長期輸送需要予測策定、また当時の
特殊法人運輸施設整備事業団、現在の独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構の予算・決算・管理業務と今
までの業務と全く異なるものでした。
ほぼ毎日終電後にタクシーで帰り、国会期間中には庁舎
で泊まることもありました。正直、最初は「なぜ保険会社
に入ったのにこんなことをしなければならないのか」と出
向終了までの日数をカウントダウンしている時期もあり
ましたが、勤務していくうちに政策の決定過程や国会・政
治の仕組みに触れ、国のために熱い志をもっている若手官
僚との交流を通じて、自分の仕事の目的を見出し、遣り甲
斐を感じるようになりました。また、今思えば締切厳守の
なかで、複数の関係省庁調整や省内決裁を終わらせなけれ
ばならないことから、自分が苦手としていた「計画的に業
務を遂行する力」が少し養われたと感じています。
その後復職して、旧厚生省の外郭団体や介護事業者に特
化した営業部門で 4 年間勤務し、漸く会社慣れした時に、
2 回目の出向でグループ会社の東京海上日動あんしん生命
の人事部門で勤務することになりました。当時あんしん生
命は開業 10 年と若く、また開業時当初は東京海上日動か
らの出向者だけであったため、業容拡大により様々な保険
会社からの転職組が社員の大半を占めつつあったなかで、
多様なキャリアをもつプロパー社員が安心して遣り甲斐
をもって活躍できるよう、採用時の処遇調整や人事制度・
アセスメント制度・福利厚生制度の設計を担った経験は、
労働法関連の知識のみならず、新卒一括採用偏重の東京海
上日動で育った私にとって、多様性を活かす会社づくり・
職場づくりの重要性を学ぶ機会となったと感じています。
営業部門でのキャリアを諦めかけた時に、復職して今度
は京都で銀行に特化した営業を 4 年間、その後 2014 年から
4 年間岩手県南半分を担当する支社長として初の東北勤務
を経験した後、3 回目の出向が直前の場所、広島を本社に
置く保険会社直資の保険代理店です。中四国地方 9 県・21
拠点・約 400 名の募集人が在籍する広域代理店の代表と
して会社経営に携わりました。この直資代理店の設立目的
は、保険業法改正により、保険代理店に自律したガバナン
ス態勢が求められるなか、人口動態の変化や技術革新等激
しい環境下でも最適な商品・サービスを提供しながら「個
人」ではなく「組織」として永続的にお客様を支えられる
体制を築くこと、また元々少人数で代理店業務を担ってい
た方々を迎え入れることで、品質を向上させつつ長くこの
保険業界で活躍いただくことにあります。ちょうど赴任し
た 2018 年に広島・岡山を中心に大きな被害をもたらした

西日本豪雨を経験しました。尊い人命が失われ、また多く
の家屋や車両が土砂崩れや浸水により被害を受けた悲惨
な災害でしたが、代理店としてお客様のお役にたてたこと
をより身近で体感することができたと同時に、確りお届け
できてなかったことでお役にたてなかったケースも多く
あり、深い後悔と「お客様のいざを支える」
「明日の力にか
わるものを届ける」という強い使命感を抱き、それは保険
会社に復職した今も変わらず持ち続けています。
今後の抱負
このような経験を経て、昨年 4 月福島支店長として当
地に赴任しました。当地においては「ひとつ、ひとつ、実
現するふくしま」として、震災からの復興・再生に一人ひ
とりの力を重ね、それぞれの思いを繋ぎ、一つずつしっか
りと叶えていく福島県に少しでもお役にたちたいと考え
ています。そして当社が「福島県に愛され、福島県に貢献
し、福島県にとってかけがえない存在になる」ことを目指

し、人の力とデジタルの力を合わせ、福島県の安心と安全
をお届けし、今後とも福島県の発展に貢献してまいる所
存です。
加えて、プライベートでは現在妻と子供 2 人が京都・埼
玉に住んでいるのですが、時々福島に遊びにきて県内各地
を回っています。これからも「来て、呑んで、味わって、住
んで、ふくしま」を率先垂範して、私もそして家族も福島
県を満喫したいと考えております。
また、若輩者ではございますが、福島ロータリークラブ
の皆様とのお付き合いを通じて成長させていただければ
と思っておりますので、今後ともご指導・ご鞭撻の程、何
卒宜しくお願い申し上げます。
以上が新会員スピーチとなります。
本日は、拙いスピーチをご清聴いただき、誠に有難うご
ざいました。

クラブ委員会委員長より
戦略委員会
①友好クラブ締結の準備
世田谷ロータリークラブとの友好ク
ラブ締結が相良年度に予定されており、
この準備を進めた。具体的には相良会長
五阿弥 宏安
エレクトや吉田次期幹事ら 4 名が世田谷
委員長
ロータリークラブの例会に参加し、同ク
ラブからも福島ロータリークラブの例会に会長や会長エ
レクトら 5 名が参加するなど互いにメークアップを行い、
交流の機会を持った。6 月 17 日の東京交歓会には世田谷
ロータリークラブから 5 名が参加し、締結に向けて一層絆
を深めることができた。
②国際ロータリーの規定審議会関連
3 年に一度の国際ロータリーの規定審議会が 4 月にシカ
ゴで行われ、概略について戦略委員会で報告された。今
後、詳細な日本語訳が配布され、それに基づいて 2022-23
年度に福島ロータリークラブの細則の修正が必要かどう
か議論することとなる。

会員増強委員会
2021–22 年度期首 94 名でスタートし、
期末では 95 名純増 1 名となりました。
目標の会員数 100 名には届きませんし
たが、女性会員 1 名の入会は目標達成
できました。推薦をしていただきまし
吉田 大樹
委員長
た、加藤義朋先生、ありがとうございま
した。また、転勤者等の入れ替わりもス
ムーズに行うことができ、改めて皆様のご協力に感謝し
ます。今年度、入会者増は少なかったかもしれませんが、
多くの情報を会員の皆様よりいただき、多くの候補者の
方に声掛けをすることができました。次年度以降に繋が
る活動ができたと思います。やはり、候補に挙がっても、
すぐに入会とならないケースも多いと思いますので、会
員の皆様には引き続き、早めに候補者の方に声をかけて
いただき、数年後の入会に期待する活動を継続すること
が大事だと思います。
また、例会の出席に関しては、コロナ禍にて様々な形式
で例会が行われましたが、出席率も良好で、会員数の維持

年間活動報告

にも繋がっていたと思います。
会員増強は単年度だけではできるものではありません。
そして、会の維持には必ず必要な活動であります。今後も
会員増強に対する協力をお願いし、活動報告とさせていた
だきます。

公共イメージ委員会

中川 宏生
委員長

１．地域への情報発信
・マスコミ懇談会
各報道機関の皆様に出席いただき、地
域の方にロータリー活動を知っていた
だくためのアドバイスをいただきまし
た。懇談会時には事前アンケートも実施

しました。
・各種事業の広報
スポ GOMI は地域のマスコミ各社に大きく取り上げて
いただきました。
２．オンラインによる情報発信
・ホームページのリニューアルとセキュリティ向上
リニューアルを実施するためにレンタルサーバーを変
更し、情報の改竄などを防止するためのセキュリティ向上
を図りました。
３．IT 化推進
・My ROTARY の利用促進
全会員向けに利用 ID などの情報を含めた登録票を
発行し配布しました。例会での地区委員会報告の際に
MyROTARY の機能についいて紹介しました。
４．
「ロータリーの友」を紹介
委員メンバー持ち回りで内容の紹介を行いました。

職業奉仕小委員会

１．
四つのテストの唱和
職業奉仕の精神を理解し高揚するた
め、毎月第一週の例会に委員が交代で主
導者となり、クラブ会員全員による唱和
をした。新型コロナウイルス感染対策の
新田 良一
ため、マスク着用での唱和となった。
委員長
２．職場訪問例会
さまざまな職業分野への理解を深めるため、職場訪問例
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会として 2022 年 4 月 2 日に福島競馬場訪問例会を予定し
たが、昨年に引続き新型コロナウイルス感染拡大と、福島
県沖地震による福島競馬場建物損傷により中止となった。
３．東日本大震災からの復興と現状に関する視察
福島県の復興と 11 年目の現在地を再確認するため、2022
年 3 月 10 日、東日本大震災・原子力災害伝承館、震災遺構
請戸小学校、水素エネルギー研究フィールド、福島ロボッ
トテストフィールドなどを視察した。今後の廃炉や処理水
の問題、そして復興に向けた課題を確認するとともに、福
島の未来を拓く先端技術の研究を知る視察となった。
４．地区職業奉仕委員会セミナー
第 1 回 2021 年 9 月 11 日（土） Zoom 開催
第 2 回 2022 年 1 月 29 日（土） Zoom 開催
５．クラブ職業奉仕委員会開催
2021 年 12 月 16 日（木）18 時 おけさ鮨
職業奉仕の理解を深めるため、勉強会及び懇親会を開催。
６．職業奉仕月間での例会スピーチ
2022 年 1 月 20 日（木）職業奉仕月間にて阿久津肇パスト
ガバナー、新田良一小委員長によるスピーチを行った。

社会奉仕小委員会

佐藤 美奈子
委員長

社会奉仕小委員会では、今年度未来
への社会奉仕活動のアプローチとし
て立ち上げられた新たなプロジェクト
「スポ GOMI 大会 in ふくしま」を県北第
一分区共催で開催した。7 月 11 日（日）

入会式

優良インターアクター表彰

小雨の中、65 チーム 324 名が参加し、福島駅東口半径 1.3
キロ四方を清掃した。50 分の制限時間内に収集したごみ
の総量は 122 キロで福島の町の環境美化に貢献した。多
くの市民、IAC、ロータリタンが参加し、ロータリーの
奉仕活動が TV、新聞などに大きく取り上げられたほか、
ロータリーの友「ロータリーアットワーク」にも記事が
大きく掲載された。
10 月 2 日（土）には、福島 RC 創立 70 周年記念事業のひ
とつでコロナ感染により昨年延期された「モニワザクラ
を増やそうプロジェクト」を福島天香園の畑にて実施し
た。青葉桜を台木にモニワ桜のそぎ芽接ぎ木作業を 200
本実施した。幼稚園から高校生まで子ども 15 人と会員 30
名計 45 名が参加し、福島天香園岡田社長並びに職員の講
習を受けながら接ぎ木作業に取り組んだ。接ぎ木された
モニワ桜は、来年度参加した福島東稜高校、青葉学園、会
員の職場や自宅に植樹する予定。
その他、福島ユナイテッド FC 応援活動、猪苗代湖水草
清掃活動などの地区、分区活動への参加協力も積極的に
行った。
委員会メンバーはじめ福島 RC 会員の皆様並びに会員
企業のご協力により今年度も様々な事業を開催すること
ができました。心から感謝申し上げ、活動報告とさせて
いただきます。

私のひと言

積水ハウス㈱ 福島支店長

清水 太郎 会員

■あいおいニッセイ同和損害保険㈱
福島支店長 小林秀次 様
（推薦者 大沼健次 会員）

■福島東稜高校インターアクトクラブ
菅野綾香 様 市山大雅 様
（記念品：ワンタッチスリムボトル）

退会あいさつ

■㈱テレビユー福島
代表取締役社長 新田良一 会員

■日本銀行
福島支店長

植田リサ 会員

移動例会用ミニゴング
二本松ロータリークラブ
創立 60 周年を記念し、
スポンサークラブである
福島RCへ記念品が贈ら
れました。
移動例会用ミニゴング
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最近の私のマイブームは、
『高 2 の
息子の追っかけ（サッカー）』です。
自分が追っかけなんて絶対にしない…と思っておりまし
たが、まんまと嵌ってしまいました。
自分自身は単身赴任をしておりますので、家内から大会
や試合日程を送らせ、家内とは現地集合で見学、夏季・冬
季の長期遠征には家内と車で数泊しながら見学、父母の会
の役員をしながら親同士の交流を図り…と、もちろん全て
の試合や会議に参加できるわけではありませんが、任せっ
きりだった息子の部活に熱中している自分に新しい発見
をしております。
お陰で家内との会話も格段に増えました。
嬉しいことに今回高校総体の県大会で優勝し、県代表と
してインターハイに出場することになりました。
早速、休みを取り、会場の徳島のホテルと航空券を押
さえたところです。来年は出られる保証がありませんの
で、今後行くことは無いであろう初の徳島に息子の雄姿
を拝みに行ってまいります。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 6 月 30 日（木） 理事会承認休会
■ 7 月 7 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】箭内 一典 ガバナー補佐 来訪
県北第一分区各クラブ会長 ･ 幹事 来訪
＊7 月誕生祝い ＊四つのテスト唱和

■ 7 月 14 日（木）
12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【通常例会】相良 元章 会長スピーチ
吉田 大樹 幹事スピーチ
クラブ協議会
＊「友」紹介

「古稀の会」発会
6 月 9 日午後 4 時会員 18 名が福島稲荷神社の拝殿に集まり
ました。荘厳な大太鼓の響きのなか、丹治大宮司が静々と入
場して拝殿内は厳粛な気配が漲りました。大宮司の祝詞はい
つもより格調高くその声は朗々と響き渡り、人生 70 年の苦節
を越えた皆の心を揺さぶりました。古稀の会の発会式に相応
しいセレモニーでした。
「人生70年古代稀なり」
は杜甫の詩の一部で、その前段は
「朝
より周りて日々に春衣を典し、毎日江頭に醉を尽くして帰る、
酒債尋常行く処に有り」とあります。酒こそ人生を色濃く染
め上げるもの、とのことで会場をサンパレスに移して祝宴を
開催しました。
当クラブの公認組織として認め戴いた坪井会長、相良次年
度会長、更に右近ガバナーノミニーにも出席いただきました。
本会の会員数は 24 名で全会員の 4 分の 1 に当たります。高齢
化社会の象徴などと軽々に評するのではなく、当クラブ
「TEN
の会」と対をなす「いぶし銀」の塊として、あるいは「不易・
流行」の一翼を担う集団として永遠に続くものと思われます。
会員諸兄のご理解をいただきたいところです。

祝宴に先立つ経過報告では、40 年ほど前に当時若手の「大
正昭和一桁会」があり、やがて「昭和二ケタ会」
、その後「昭和
二十年代会」が生れ、会員融和に大いに役立ったこと。そして
歳月を経た今こそ本会発足の期が熟したことを。運営につい
ては古稀の会は当面仮称とし優れた名称を皆で考えること、
会長には阿久津パストガバナーを決めました。
祝宴では全員が中央演壇でスピーチを行いました。来賓の
丹治宮司（会員）は「祝詞奏上の間、かつて無い強力な気を背
に感じた」と皆を和ませました。各会員のスピーチもさすが年
輪を重ねた味わい深いものでした。かつて福島の三べろ（舌）
と称された河田会員の話は、一瞬の淀みも不要な文言もなく、
そのまま民報「あぶくま抄」そのものでした。
丸テーブルは初の 5 人掛け。隣の会員との会話も弾み、コロ
ナ終焉の喜びを感じながら楽しい幸せなひと時を過ごし、目
出度く散会いたしました。
事務局担当 渡邊又夫 会員

渡邊又夫 会員

坪井大雄 会長

阿久津 肇 パストガバナー

右近八郎 ガバナーノミニー

丹治正博 会員

安藤健次郎 会員

幡 研一 会員

加藤義朋 会員

阿部力哉 会員

浦部 博 会員

河田 亨 会員

渡辺健寿 会員

内池 浩 会員

土屋敦雄 会員

長谷部一雄 会員

佐藤英典 会員

茂田士郎 会員

白岩康夫 会員

当日誕生日で86歳の加藤義朋会員

誕生お祝いのケーキ
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東京交歓会
毎年恒例の福島ロータリークラブ東京交歓会は、昨年、
一昨年と新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催
を見送ってまいりましたが、今年は 3 年ぶりに開催し、懐
かしい顔ぶれにお会いすることができました。
44 回を迎える東京交歓会ですが、今年度は国内友好ク
ラブ締結を予定している東京世田谷ロータリークラブの
皆様もお招きし、更なる親睦を図りました。
また、オプショナルツアーとしまして「日本銀行本店見
学」を行いました。日本銀行 44 代福島支店長（現・発券局
長）の菅野浩之様に本店見学をご一緒していただき、日本
銀行 45 代福島支店長（現・調査統計局参事 役）の中山興
様には、貨幣博物館をご案内いただきました。

6/17（金）午後 5 時 30 分より 場所 ｢北大路 赤坂茶寮」
■お客様
東京世田谷ロータリークラブ
会長 大友敬様・会長エレクト 矢作千鶴子様・松本宣春様・
榎本晃様・洪崇富様
福島ロータリークラブ・OB 会員
小園文典様（NTT）
・纐纈晃様（博報堂）
・松井敏彦様（東
京電力）
・佐々木光政様（NHK）
・中尾根康宏様（日本銀行）
・
本保晃様（NHK）
・佐藤徹様（東京海上）
・船本勝様（農林
中金）
・望月大輔様（農林中金）
・中山興様（日本銀行）・熊
谷謙様（NTT ドコモ）
・山貫昭子様（NTT）
・橋川量万様（あ
いおいニッセイ同和損保）
・伊藤雄治様（みずほ銀行）

北大路 赤坂茶寮にて
日本銀行本店中庭にて

貨幣博物館前にて

ニコニコBOX報告

［報告］ 鈴木朋恵 委員

〈メッセージ会員〉
〇今津 啓司 会員
本日は新会員スピーチ宜しくお願いいたします。
〇植田 リサ 会員
20 日付で東京に転勤となりました。２年弱の間、皆様に
は大変良くしていただき、本当にありがとうございまし
た。東京にお越しの際は、是非ご連絡ください。
〇加藤 義朋 会員
東京交歓会と日本銀行本店見学を楽しみにしています。
〇小林 秀次 会員
本日より入会させていただきます。どうぞ宜しくお願い
いたします。
〇茂田 士郎 会員
先日は敬老のお祝いをしていただき有難うございまし
た。久しぶりで稲荷神社の神殿でおはらいをうけて神々し
い気持ちになりました。
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本日の投入額45件

〇新田 良一 会員
大変お世話になりました。皆様、お元気で。
〇渡邊 又夫 会員
福島ロータリークラブ「古稀の会」が去る 9 日、盛大に発
会しました。会員数 96 名の眞に 4 分の 1 ！
70 才以上古稀会員は益々意気軒昂です。
〇坪井 大雄 会長
新田会員、植田会員、大変お世話になりました。ありが
とうございました。
〇他に 安藤健次郎／内池 浩／大槻美恵子／岡田新也／
岡野友嘉／荻野誠也／小原孝嗣／加納武志／五阿弥宏安
／児玉健夫／後藤洋伸／小林仁一／坂本壮敏／相良元章
／佐々木高敏／佐藤英典／佐藤美奈子／佐藤良智／清水
太郎／白岩康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹／田沼紀
美子／田畑建一／丹治正博／寺田 充／中川宏生／箱岩 偉
／幡 研一／畠山良平／藤井 守／村山成也／八代大輔／藪
政勝／横山 淳／吉田大樹

