2015-16年度 山形南ロータリークラブ会長方針

もっといいロータリークラブになろうよ

世界への
プレゼントになろう

山形南ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2800
RI会長 ： K.R. ラビンドラン

2800地区ガバナー ： 酒井

会 長 ： 鈴木

政康

幹 事 ： 中村

委 員 ： 粟嶋

学

佐藤

直人

篤

彰

会報・史料委員会

新野

義章

進

昌和

仁美

2016 ６／ 7（火）天気（晴れ）

司会進行（SAA）
：石山 祐介君
ロータリーソング：
「国歌」
「四つのテスト」

ー 委員会引継ぎ例会 ー

会長挨拶

皆さんこんにちは。いよいよ本年
度も最終月を迎え、本日は「引き継
ぎフォーラム」として各大委員 長 の
皆様より本年度の活動報告をお願い
することになっており、プログラムの
内容もいよいよフィナーレに向かい
ラストス パートといったところで す
が、後程大委員長の皆様から会長への１年間の不満が噴
出するのではないか心配いたしております。
さて私ごとですが、会社の方で今日・明日とISO39001
の中間審査が行われております。税務署の監査ほど厳し
くはありませんが、関係資料の監査、現場ヒアリング等
をされており、現在抜け出して例会に参加しております。
このISO39001は「道路交通安全マネジメントシステム」

幹事報告

委員長 ： 熊谷

間木野

第2130回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 鈴木 政康 会長

ガバナー補佐 ： 水上

中村

篤 幹事

１．今年度の最終月となりました。月末28日の最終例会のご
案内を送付させていただきました。全員で今年度を締めたい
と思います。ご参加よろしくお願いします。
２．本日、夕方６時30分〜最終例会に向けた親睦活動委員会
が、開かれます。現・次期の引継ぎを兼ねた委員会です。
対象の方、出席よろしくお願いします。
３．来週の行事予定として、13日㈪にIM実行委員会、14日
㈫に第４回クラブ協議会（今年度最終）があります。
４．６月のロータリーレートは、５月と同じ１ドル＝110円
です。本日、例会終了後、理事会がありますので理事の方
はお残りください。

米山奨学生のホウ・スイ・ホウ
さんがアメリカ留学から９ヶ月ぶ
りに帰国し、奨学金の贈呈を受け
ました。

と言われているもので、交通事故防止に向けた取組の一
環であります。ご存じの通り私の会社ではレンタカーを
貸し出しておりますが、残念ながら事故はつきものです。
恰好良く言えば「自動車業界としての社会的責任」と言
うことになりますが、内情としては「事故による損失の
軽減」と言うことになります。事故の発生率は貸渡しに
対して約0.8％ですので、100件貸して１件あるかない
かですが、毎月5,000件前後貸渡しがあるので月平均約
30〜40件 の 事故が発 生（大半が 軽 微 な事故）し大き
な負担となります。いかにして「お客様に安全運転を心
掛けていただくか」が大事ですので、事故の事例や事故
の起きやすいポイントを案内したりと努力をしておりま
す。皆さんも「わ」から始まるナンバーを見かけたらあおっ
たり、幅寄せしたりしないようにお願いいたします。

委員会報告
親睦活動委員会 佐藤
学君
６月の誕生祝いは、山下 宏君、
浅野裕幸君、金田亮一君、矢尾板
信孝君、柴田健介君、雛倉拓史君
の６名の皆さんです。
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誕生日のお祝いありがとうございました。
ラスト１ヶ月となりました。宜しくお願いい
たします。
先月、ホウさんが無事アメリカ留学から帰っ
てきました。
先日、乗っていた新幹線がカモシカとぶつか
り会議に遅れました。
誕生日のお祝いありがとうございました。
結婚記念日ありがとうございました。
ソウルでの国際大会に参加してきました。

委員会引継ぎフォーラム
SAA

石山 祐介 君
SAAの活動方針として、第一に例会のスムーズな進
行を心がけました。毎週末に中村幹事と次回の例会の
打合せを行うなど、連絡を密に取り何とかここまで大
きなトラブルもなく進行できたのではないかと考えて
おります。
副SAAの関根会員を突然の転勤により失ったことは
大きな痛手でしたが、皆様のご協力により無事に努め終えることが出来そ
うです。残り1 ヶ月ですが、最後までしっかりがんばってまいります。

クラブ管理運営委員会

委員長 伊勢 和正 君
鈴木会長の掲げるテーマ「もっといいロータリーク
ラブになろうよ」に沿って親睦活動、出席、姉妹クラブ、
プログラムの各小委員会において小委員長様の努力、
会員の皆様のご協力もあり、年間予定通りに活動でき
ました。ありがとうございました。

広報委員会

委員長 浅野 裕幸 君
山形南ロータリークラブに入会して４年目、この一
年間、広報委員長として副幹事として努めさせていた
だきました。至らないところも多々あったと思います。
申し訳ございません。まずはお詫びとお礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございました。
こうして一年を振り返ってみますと、熊谷委員長は
じめ会報委員会の皆様は大変なご苦労な事だったと思います。そのご苦労
の成果もあり、毎回の例会を記録する「会報」は非常に素晴らしい出来栄
えで、会員の情報共有と親近感の向上におおいに貢献されたものと思い
ます。
また、４月12日 第2123回例会では青山雑誌広報委員長のもとゲスト
卓話として「山形県広告業協会 会長 株式会社山形アドビューロ 代表取
締役社長 本田 孝三 氏」にお話をいただきました。広告の持つ役割や県
内の業界のことなどをわかりやすく説明していただき、大変有意義な時間
となりました。
ご協力いただいた会員の皆様と雑誌広報委員会の青山委員長、会報委員
会の熊谷委員長、各委員の皆様には改めて御礼申し上げます。ありがとう
ございました。

会員増強委員会

委員長 寺﨑 利彦 君
会員増強・職業分類小委員会につきましては、宮舘
順治委員長、熊谷昌和委員、土田貴英委員により推進・
活動してまいりました。今年度は、皆様のご協力により、
純増２名の新入会員を増強させていただきました。心
より感謝申し上げます。
ロータリー情報小委員会につきましては、川合賢助
委員長、松田勝彦委員、布施富将委員により推進・活動してまいりました。
昨年10月14日に、新人研修会である「ファイヤーサイドミーティング」
を開催し、ロータリーの基本理解を深めていただきました。

奉仕プロジェクト委員会

委員長 金田 亮一 君
奉仕プロジェクト委員会は鈴木会長の方針でニコニ
コBOX委員会・職業奉仕委員会・社会奉仕委員会・国
際奉仕委員会・青少年奉仕委員会の５つの委員会から
構成されています。年度当初は不安でいっぱいであり
ましたが、各委員長はじめ、各委員の方々のご協力で
何とか無事にすべての予定が終了できますこと御礼申
し上げます。ありがとうございました。
●２回の奉仕プロジェクト委員会を開催し、楽しく懇親を深めることがで
きました。
・第１回奉仕プロジェクト委員会

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５３名
５３名

出席義務会員数
４４名

区）阿部 浩一
他 ク ラ ブ で （地
メークアップ （山 形 北）大久保章宏
さ れ た 会 員 （国際大会ソウル）武田 和夫

出席会員数
３３名
４４名

大久保章宏

出 席 率
100.0％

平成27年６月３日㈬、いばら木、
「新年度の顔合せ及び活動計画について」
・第２回奉仕プロジェクト委員会
平成27年12月18日㈮、いばら木、
「半年経過しての各委員会反省と今後の予定等について」
●ニコニコBOX委員会 阿部 浩一委員長、長沢 一好委員、間木野仁美委員
年間目標額830,000円
●職業奉仕委員会 木村 政則委員長、長沢 一好委員、三沢
寛委員
・職場訪問例会 平成27年10月28日㈬、
野蒜（のびる）震災地研修、トヨタ自動車大衡（おおひら）工場見学
・職業奉仕月間卓話 平成28年１月19日㈫、「職業奉仕の考え方」
第2800地区 職業奉仕委員長 梅津 敏光氏（酒田RC）
●社会奉仕委員会 金子 靖二委員長、金森 正耕委員、土田 貴英委員
・ALSチャリティーゴルフコンペ 平成27年８月15日開催
・第１回社会奉仕小委員会
平成27年９月４日㈮午前11時30分、三津屋本店、
ALSチャリティーゴルフコンペ基金の贈呈について
ALSチャリティー支援活動20周年記念例会の進行について
・災害時バックアップ機器の贈呈（ロータリー財団地区補助金）
平成27年９月11日㈮、午後１時、
ALS山形県支部長 行方（みなかた）幸雄様自宅
・ALSチャリティー義捐金の贈呈 平成27年９月15日㈫例会
・ALSチャリティー支援事業20周年記念例会開催
平成27年９月29日㈫、午後６時30分、パレスグランデール
●国際奉仕委員会 稲村 佳宏委員長、菊川
明委員
・平成28年２月９日㈫
国際奉仕卓話「Hungry＆unangry（ハングリーに怒らずに）」
山口法律事務所 所長 山口紗世子氏
・平成28年３月15日㈫
国際奉仕卓話「IS（「イスラーム国」）と中東政治」
山形大学地域教育文化学部 准教授 浜中 新吾氏
・平成28年４月26日㈫
COOL JAPAN 山形を語る パート５の開催
スウイナー・キャサリンさん（アメリカ）、サッラ・ヴァタヤさん（フィ
ンランド）のお二人が出席され稲村委員長の進行でいろいろなお話を
お聞きしました。
●青少年奉仕委員会
雛倉 拓史委員長、武田 和夫委員、堀
是治委員
・さといも収穫体験 平成27年10月24日㈯ あじさい交流館、
山下会員の嶋ほいくえん園児25名。
県が主催する食農教育推進事業に山形南RCと食育ネットワークが共
催する活動で国と県から補助金を活用し行いました。園児を対象に伝
統野菜である悪戸芋の収穫体験や講話を通し食を支える農業の理解を
目的としたもので貴重な青少年奉仕活動ではなかったかと思います。
最後に次年度も今年度と同様の委員会構成になるようですので、当クラ
ブならではの奉仕活動を構築いただけることをご期待申し上げます。

ロータリー財団・米山奨学委員会

委員長 神﨑 祐子 君
ロータリー財団は、出山委員長のロータリー財団小
委員会と伊藤誠委員長の米山奨学委員会の２つの組織
がございます。昨年11月に三津屋さんで行われた財団
フォーラムにて、たくさんのご寄付を頂戴しました。
当委員会は皆さまの温かいお気持ちで成り立っており、
感謝の気持ちでいっぱいです。
米山の方は目標を達成しておりますが、残念ながら財団は現時点では目
標に届いておりません。引き続きご支援の程よろしくお願いいたします。

中長期検討委員会

委員長 大久保章宏 君
山形南RC50周年に向けての検討
創立50周年記念式典
開催時期 2021年度 第51第会長年度にて開催が望ましい
山形南ロータリークラブ担当ガバナー補佐 輩出年度
資
金 現状で行くと、300万円位 目標金額は500万円以上 課題

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

