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― 常任委員会及び小委員会発表 ―

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：坂入　文人 君
点　鐘：PM12：30　松田　勝彦 会長 ロータリーソング：「奉仕の理想」 

　7日日曜日、天童ホテルクラブ奉仕
グループセミナーに参加して参りまし
た。南クラブからは、私のほか鈴木政
康さん、宮舘順治さん、幹事の菊地賢
治さんの4名が参加しました。内容は
、各ロータリーのアンケート報告と、
それぞれのクラブの自慢話や情報の提
供があり、特に印象に残ったのは、会

員増強委員会、鶴岡南R.Cさんで、会員40数名いたのが、
20名の退会で16名に減少してしまい、その後の復活話が

注目されました。会員一人ひとりが一眼となって努力し、
今は24名まで回復したそうです。この人数が一番まとまり
あっていいということです。
　南ロータリークラブは催物をたくさん行いますので会員
増強では60名までもっていきたいと思います。
　今日の新入会員をご紹介申し上げます。茨木寛司さんで
す。お父さんが退会したあとずっと誘っていたのですが
なかなか良い返事を頂けなかったのですが、私が会長の時
に入会するという約束を頂いて、約束通り入会して頂きま
した。ありがとうございます。

　
1. 上期会費の請求を、昨日郵送させて頂きました。納入期限は7月末日と
なっております。早めの会費納入を宜しくお願いいたします。

2. 中津ＲＣ60周年記念式典並びに姉妹締結30周年に伴い、理事会にて姉
妹クラブ交流特別委員会設置の承認を致しました。

　　委員の方に関しましては……
　　委員長は、武田和夫さん
　　副委員長は、金森正耕さん　武田秀則さん　武田寿美男さん
　　委員は、伊勢和正さん　金田亮一さん　阿部浩一さん
　　理事より　松田会長と私菊地です。
　　今後は、特別委員会の伊勢さんより随時報告があると思いますので宜
しくお願い致します。

３．７月15日開催の中津ＲＣ歓迎会の出欠が、昨日の８日までとなってい
ました。出欠がまだの方は、早めに出欠のご連絡をお願い致します。

4．８月16日開催のＡＬＳのチャリティーゴルフコンペのご案内を出させ
て頂きました。締め切りは、７月25日となっております。お盆の時期と
重なりますが、多くのメンバーからの参加をお待ちしております。宜し
くお願いします。

５．第五ブロックガバナー歓迎会が、７月12日（金曜日）午後６時半よ
り、ののむらにて開催されます。松田会長と私で出席してまいります。

６．本日の委員会計画発表になりますが、16日に中津ＲＣが60周年記念
式典案内にて当クラブへ表敬訪問されます。

　　当日少しでも多くの時間を作らせて頂きたく、本日16日に予定してい
ました委員長発表を、出来るだけ多く本日発表して頂ければと存じます
ので、宜しくお願い致します。

7．前回お知らせるべき事項でしたが、ガバナー月信にも掲載されていま
したので、目にされた方も多いと思います。

　　2800地区では、新翻訳「ロータリーの目的」をこれまでの「ロータ
リーの綱領」に代わって採用する事にしました。

　　ガバナー月信のＰ10に掲載してあります。つきましては、ころ合いを
見て　対応して参りたいと思いますので宜しくお願い致します。

８．本日緊急理事会を開催致します。理事の方は、暫時お残り下さい。
　以上幹事報告終わります。

　ニコニコBOX　谷口　義洋 君
　松田　勝彦 君　茨木さんよろしくお願いします。
　高梨　和夫 君　むすこさん入会されてがんばって下さい。
　布施　富将 君　新入会員歓迎致します。
　鈴木　政康 君　雛倉さんよろしくお願いします。
　大久保章宏 君　委員会報告させて頂きます。
　宮舘　順治 君　本日発表させて頂きます。
　寺崎　利彦 君　本日発表宜しくお願いします。
　神﨑　祐子 君　本日発表宜しくお願い致します。
　茨木　寛司 君　皆さん宜しくお願いします。
　坂入　文人 君　昨日、巨人が宿泊しました。
　渋谷　一男 君　巨人の選手と握手して感激しました。
　木村　政則 君　誕生日ありがとうございました。
　阿部　浩一 君　結婚記念日ありがとうございます。
　菊川　　明 君　今日新世代奉仕の発表させて頂きます。
　長沢　一好 君　会員増強小委員長本年度宜しくお願いします。

幹 事 報 告 菊地　賀治 幹事 委員会報告

新入会員の紹介

イバ  ラキ　　   ヒロ   シ

スポンサー　松田　勝彦 君

新入会員　茨木　寛司 君
㈲喰道楽いばら木 専務取締役



本日出席・前回修正出席
出席率100％ありがとうございました。引き続きご協力お願いします！
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出席率100％ありがとうございました。引き続きご協力お願いします！
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100.0％ ７月９日の
食事です。
月９日の９日の

食事です。（山形西）阿部　　薫　　寺﨑　利彦
（地区セミナー）
　　　　　松田　勝彦　　菊地　賀治　　宮舘　順治　　鈴木　政康

今回のお食事は…

管理運営委員会

広報委員会

雑誌・広報小委員会

職業奉仕委員会会員増強委員会

会員増強小委員会

出席小委員会

ロータリー情報小委員会

委員長　鈴木　政康 君
　管理運営委員会では「親睦活動」「ニコニコ BOX」「資料・
姉妹」「プログラム」の各小委員会の活動により、松田勝

彦会長のテーマ「初心にもどり更なる絆を」の実現およびクラブの効果的な運
営を支援してまいります。
　重点目標でもある「活気ある明るく楽しい例会づくり」「新旧会員相互間の
親睦を深めます」を達成できるような例会行事の企画運営を進めてまいりま
す。また、2014年春には姉妹クラブである中津創立RC60周年式典に大勢参
加し更なる友好を深めるための準備活動も進めてまいります。

委員長　寺崎　利彦 君
　ロータリーに関する情報を広め、クラブ奉仕プロジェ
クトや活動を広報する事です。

　地域社会にも活動を知って頂き、ロータリーの理解を深めて頂くことが、
会員増強にもつながる事だと思います。
　山形南ロータリークラブの情報を共有する事で、クラブ内外での活性化に
もつなげていきます。
　会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

常任委員会及び小委員会発表常任委員会及び小委員会発表常任委員会及び小委員会発表常任委員会及び小委員会発表
管理運営委員会

広報委員会

委員長　林　　　正 君
　ロータリー活動に関心をもち、よく理解するには公式
文書、雑誌を読むのが効果的である。その他、ホームペー

ジやメディアによる広報を利用することもできる。
１）「クラブ会報」　クラブ活動を記録した週報で、会報小委員会が担当して
いる。

２）「ガバナー月信」　地区ガバナーからの月信で、ガバナーメッセージや地
区の活動情報を知ることができる。

３）「ロータリーの友」　公式の月刊誌で、国内の各地区の活動状況や RI の重
要な情報、記事が充実しており、ロータリーを理解するためには重要な
役割をもっている。会員のみならず一般の方にも読んでほしい雑誌であ
る。重要な記事については例会時にお知らせするようにつとめる。

４）４月の雑誌月間には月間卓話を計画している。
５）当クラブのホームページの充実に努め、ロータリー活動の理解を促進する。
６）特記すべき社会奉仕活動等はマスメディア或は公式雑誌に情報を提供す
るように務める。

雑誌・広報小委員会

委員長　宮舘　順治 君
　「ロータリーの目的」前文には「ロータリーの目的は、
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育

むことにある。」とあり、その第２項には「職業上の高い倫理基準を保ち、役
立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ
アン各自の職業を高潔なものにすること」と有ります。
　また、ロータリー運動の本質ともいうべき職業奉仕は他の奉住団体にはない
分野であり、それゆえにロータリーの金看板として、ことに日本のロータリア
ンに信奉されてきました。
　まさにロータリーにおける職業奉仕とは、ロータリーそのものと言っても過
言ではありません。
　それは、ロータリー会員それぞれが立派な職業人としてその職業を通して顧
客へ奉仕し、また、会員がその職業で得た知識・能力を活かして人々に奉仕す
ることに他ならないという事です。
　アーサー・フレデリック・シェルドンが提唱した「最もよく奉仕する者、最
も多く報いられる」です。
　昨今、企業倫理の荒廃が進んでいると言われます。この１年、「ロータリア
ンにとっての職業奉仕とは」を考え実践していきたいと考えます。

職業奉仕委員会
委員長　布施　富将 君

　近年、各地ロータリークラブに於ける会員数の減少は大
きな課題になっております。

　歴史と伝統ある山形南ロータリーの基本的活動が続いて活気が出ます折に南
の会員様のご協力を頂きながら会員増強、純増３名を目標にお試し例会にお誘
いのお声掛けを多くして参ります。

基本方針
　１．職業分類上、補填すべき部門への入会勧誘。
　２．女性の方の御入会おすすめ。

会員増強委員会

委員長　長沢　一好 君
　松田会長の目標であります、純増２名に向けての活動に
励みます。

　当クラブは10年前、会員数75名でありましたが、この10年間で25名の退
会があり、クラブ運営にも多少なりの影響があります。何としても退会防止と
若い会員の入会を勧める事が、今年度の重点目標と思われます。
　理事、役員はじめ会員の方々より情報を戴き、先は「おためし例会」に参加
を促したいと思います。
　会員の皆様のご協力、よろしくお願い致します。

会員増強小委員会

委員長　神﨑　祐子 君
　今年度の松田会長の運営方針にあります「初心にもど
り、更なる絆を」を目指します。

　例会への出席は、初心にもどることの１つと考えます。そして、出席すれば
更なる絆が深まります。楽しい例会、意義ある例会にするために他の委員会活
動やクラブ行事に協力し、出席率向上に努めてまいります。

○出席率向上に向けて
※現在続いている出席率100%を維持することを目標とする。
※やむを得ず、ホームクラブに出席できなかった会員へのメークアップのPR
活動。
※創立記念例会において、永年在籍者への表彰を行う。

出席小委員会

委員長　武田　秀則 君
細側８条第一節（ｎ）ロータリー情報委員会
　この委員会は（１）会員候補者にロータリークラブ、会

員の得点と責務に関する情報を提供し、（２）会員にあらゆるレベルのロータ
リーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供し、（３）会員、特に入会してか
ら最初の１年間の新会員のオリエンテーションを監督するものとする。

①ファヤーサイドミーテングの開催
　新入会員（２～３年前も含む）会長、幹事出席のもとに「ロータリーアンの
心得、知識」の研修会
②ロータリー情報推進月間には、情報フォーラムの開催
③ロータリーの発行する、文献、出版物の紹介

ロータリー情報小委員会

紙面の都合上残りの発表要旨は次号に記載させて
いただきます。（会報小委員長）




