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■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘

（0246）35-3000

■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
会長：阿部

弘行

幹事：佐々木貢一
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会員卓話 SPEECH
企業の枠を超えて社会を支える
関彰商事いわき支店長

加 賀 広

美

会員

本日は貴重なお時間を頂きありが
とうございます。私の自己紹介と会
社案内をさせて頂きます。私は昭和
37 年生まれで、57 歳です。生まれも
育ちもいわきの江名です。当時は港
に活気があり、サンマやイワシなどはトラックに山積
みにして運ばれました。カーブで魚が落ちるとそのま
ま踏みつけられ、生臭い状態だったのが思い出されま
す。
昭和 60 年に関彰に入社し、営業畑でエネルギー部門
を多く担当しました。昨年４月から関彰商事のいわき
支店長、セキショウカーライフのいわき支店長を兼務
しています。趣味は登山と読書と美術館めぐりです。
若いころは野球やテニス、少林寺拳法、サッカーなど
スポーツをしていました。昔はテニスに行くと大久保
さんが必ず女性と一緒にいました。憧れの大先輩です。
登山は富士山や安達太良、磐梯など多くの山に登って
います。地元の二ツ箭山はトレーニングで社内の仲間
たちとよく登ります。読書はビジネス書やノンフィク
ションを中心に読みます。また、哲学書は息子がお世
話になった聖光学院の斎藤監督との出会いから読むよ
うになりました。美術館は昨年は 12 カ所訪ねました。
千葉県のホキ美術館や軽井沢の千住博美術館、島根県
の足立美術館など素晴らしいところでした。東邦銀行
のカレンダーを毎年描いている斎正樹さんの作品も大
好きです。
家族は妻と息子二人です。妻は看護師で、市の職員
として保健所に居ります。長男はＩＴ関係の仕事をし
ており、
昨年起業しました。聖光学院で野球をしており、
2013 年の春、夏と甲子園に出場しています。次男は現
在大学４年生で、ＮＥＣに就職が決まりました。
関彰商事は今年の２月６日で創業 112 年を迎えます。
いわきで仕事をして 105 年になります。企業理念は①
地域の社会と生活の向上に貢献します②お客さま第一
主義に徹します③安全と真心を基本に行動します―の
３つです。193 の拠点に 2300 人の従業員が働いていま
す。明治 41 年に創業し、石油販売を中心にプロパンガ

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

ス。タイヤ、住宅機器の販売を手がけ、現在は総合商
社になっています。サービスステーションを中心とし
たエネルギーソリューション、自動車販売などカーラ
イフのお手伝いをするモビリティーソリューション、
コンビニや介護事業など生活関連サービスのライフソ
リューション、モバイルやＩＴ機器などに関わるビジ
ネスソリューションの４つの柱で仕事をしています。
お客さまのニーズを大切にして真心を込めた仕事を心
掛けています。安全、安心、快適がキーワードです。
社会貢献にも力を入れており、江崎玲於奈賞への協賛、
関彰育英会の運営、筑波大学との連携事業などを進め
ています。
これからもどうぞよろしくお願いします。

司会：佐々木幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）・ロータ
リーの目的（鈴木雄大会員）四つのテスト（山崎洋次会員）〕

鈴木雄大会員

山崎洋次会員

★年男、年女に干支ボトル贈呈
昭和 11 年 松﨑倫久さん
昭和 23 年 飯野光世さん、
松村耕三さん、
森雄治さん、
郡二三子さん
昭和 35 年 石井隆幸さん、河口利夫さん、高萩阿都
志さん、鈴木俊哉さん、清水和政さん、
阿部弘行さん
昭和 47 年 五十嵐敦さん

★各種表彰伝達
マルチプルポールハリスフェロー pin ＋ 3
越智正典さん
ポールハリスフェロー 坂本佳友さん
米山功労者第４回マルチプル 大久保健蔵さん

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）

★ 結婚祝

阿部弘行さん、佐々木貢一さん、森雄治さん、伊藤
盛敏さん、有賀行秀さん、五十嵐敦さん。


以上６件

◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）
山崎 洋次さん

阿部弘行さん、佐々木貢一さん、関口武司さん、森
雄治さん、伊藤盛敏さん、山崎洋次さん、有賀行秀さん、
以上９件
五十嵐敦さん、大久保健蔵さん。

森 雄治さん

（１月26日）

（１月30日）

★ 誕生祝

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）

有賀 行秀さん

新田 俊彦さん

森 雄治さん

佐藤 尚誠さん

越智 正典さん

鈴木 雄大さん

（１月２日）

（１月９日）

（１月25日）

（１月28日）

（１月11日）

（１月28日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
本日、1 月 23 日は 123 の語呂合わせ
でワンツースリーの日だそうです。人
生に対してジャンプする気持ちを持つ
日ということで、それぞれに今年の目
標を立てる日です。私も取り組みたい
ことはありますが、ここで公言してし
まうとやらなければいけなくなってしまうので、来年
に取っておこうと思います。今年、この例会場を使う
のは初めてです。年が明けてしばらく経ちましたが、
新しい気持ちでやっていこうと思います。よろしくお
願いします。

◆幹 事 報 告
○いわき福音教会より御礼の手紙が届きました。
○郡山、いわき勿来、いわき平中央の RC より会報が届
きました。
〇ガバナーより３月 21 日、22 日の復興フォーラム in ふ
くしまの案内が届きました。

委員会報告・会員報告
◆出席委員会（渡邉博之委員長）

例会日
１月 23 日

基本会員数 出席者
51 名

27 名

メーキャップ数
―

♥阿部弘行さん（年男ですエトボトルありがとうござ
います）♥佐々木貢一さん（加賀広美さん卓話よろし
くお願いいたします）♥山崎洋次さん（結婚祝ありが
とうございます）♥勝田博志さん（結婚祝、誕生祝有
難うございます。欠席ばかりですみません）♥森雄治
さん（誕生日祝、結婚祝、年男祝ありがとうございま
す）♥越智正典さん（誕生祝ありがとうございました）
♥八幡恭朗さん（加賀さん卓話よろしくお願いします）
♥有賀行秀さん（誕生祝ありがとうございます）♥松
村耕三さん（エトボトルありがとうございます）♥石
井隆幸さん（干支のお祝いありがとうございます。今
年もよろしくお願いします）♥佐藤尚誠さん（誕生祝
ありがとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し
上げます）♥新田俊彦さん（誕生祝ありがとうござい
ます。加賀さん本日の卓話よろしくお願いします）♥
五十嵐敦さん（年男を迎えました。ありがとうござい
ました。明日の祝杯にしたいと思います）♥鈴木俊哉
さん（年男です。干支ボトルありがとうございます）
♥山野辺倉平さん（職場訪問例会では高萩さん、大久
保さんにお世話になりありがとうございました。今月
は職業奉仕月間です。各自ロッカーに松下幸之助氏の
「職業奉仕ということ」50年前のロータリーの友に掲載
された物を配布しました。解りやすいので一読をお願
いします）♥鈴木雄大さん（磐城高校ラグビー部新人
戦優勝いたしました。ご声援よろしくお願いします）
♥黒須幸雄さん（磐高ラグビー部新人戦優勝おめでと
う。今年は花園と甲子園ダブルだと良いですね）♥加
賀広美さん（本日の卓話よろしくお願い致します）♥
大久保健蔵さん（加賀さん卓話よろしくお願いいたし
ます）♥渡邉博之さん（本年もよろしくお願い致しま
す!!）♥伊藤盛敏さん（新年おめでとうございます。今
年は良い年であります様に）♥郡二三子さん（年女です。
以上23件
有難うございました）

★本日の例会案内 １月30日（木) 12：30 ～
会員卓話
みずほ銀行いわき支店長 小林哲郎会員
お食事メニュー＝サーロインステーキ
★次回の例会案内 ２月６日（木) 12：30 ～
ガバナー補佐来訪
お食事メニュー＝温蕎麦 かき揚げ ネギトロ丼

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会 安田信二

