RI会長 ： イアンH.S.ライズリー
会 長 ： 伊勢

和正

委 員 ： 金田

亮一

2800地区ガバナー ： 鈴木

幹 事 ： 石山

谷池

祐介

正弘

会報・史料委員会

鉄

浩二

第2181回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 伊勢 和正 会長

ガバナー補佐 ： 鈴木

政康

委員長 ： 間木野仁美

鈴木

崇弘

2017 - 7 ／4（火）天気（雨）

司会進行（SAA）
：佐藤 直人 君
ロータリーソング：
「国歌」
「四つのテスト」

― 常 任委員会及び小委員長発表 ―

会長挨拶

会員の皆様こんにちは。今年度会長を務め
させていただく山形ワシントンホテルの伊勢和
正です。私は七日町と霞城セントラルの２つの
ホテルで商いをさせていただいておりますが、
先祖は江戸時代最後の山形城主である水野忠
精・忠弘公の家中衆として津の国の伊勢から
浜松に移りそこからここ出羽の国の地を踏みま
した。当時は三ノ丸の外輪に商人町屋が連なっ
ており、今の112号線にあたる羽州街道は出
羽三山などへの往来で大変賑わっておりました。そんなことでこの街道
沿いに旅籠をはじめる事になったわけです。それがホテルの前身となる
杉山館という旅館です。私で九代目になりますが、結局今でも旅館の
おやじの商いを続けさせていただいており、どうもホテルの中にしがみ
ついていないと心が落ち着かない商売です。ということで何かとこの１
年間は皆様方にはご足労をおかけしたり、またさまざまご協力を賜った

幹事報告

一作

石山

祐介 幹事

本日より、幹事を務めさせていただきます石山祐介です。伊勢会長をしっかり
サポートし、なんと言っても楽しい例会になるように一生懸命務めてまいります。
どうぞ皆様のご協力をよろしくお願い致します。それでは幹事報告を致します。
本日は６点ございます。
１．今年度の年次計画書をBOXに入れさせていただきました。誤字脱字等ござい
ましたらご容赦いただき、後に報告書と一緒に製本版を作成する際に訂正させ
ていただきます。お気づきの点がございましたら、幹事までお申し付けください。
２．毎年恒例となっております、中津RCさんへのサクランボを６月28日の最終
例会に合わせて10kg郵送いたしました。ちなみに中津RCさんの最終例会は
会員の方の自宅でバーベキューだったそうです。
３．山形東RC様より創立30周年記念式典のご案内が届いております。９月９日
㈯こちらホテルキャッスルさんで開催されます。山形南RCから大勢で参加した
いと考えておりますので皆様のご参加よろしくお願い致します。
４．７月のロータリーレートは １ドル＝111円となっております。
５．本日18時よりホテルキャッスルにて親睦活動委員会を開催いたします。親睦
活動委員の方はお集まりください。
６．本日例会終了後、理事会を開催いたしますので理事の方は会場の方にお残り
ください。

小鉢 湯葉豆腐
お造 鰹と鯵
焼物 牛肩ロースの網焼
煮物 肉ジャガ
食事 ご飯（はえぬき）、みそ汁、
おみ漬け

り、時にはご迷惑をおかけする事もあるかもしれませんが、ご容赦をい
ただきどうぞ宜しくお願いを申し上げたいと存じます。もとよりロータ
リー歴も10年とさほど長いわけでもなく浅学菲才の分、返って皆様方
からのご指導を切にお願いを申し上げる次第でございます。
さて今年度会長テーマとして掲げましたのは「楽しい例会、楽しく食
事、健康な毎日で奉仕の実践」楽しく・健康で・元気にと言うモチー
フをテーマといたしました。この言葉には近江商人に古くから伝わる「売
り手よし・買い手よし・世間よし」という三方よしの精神と同じく、クラ
ブ運営、特に例会や食事も充実して、また毎回会員同士が顔を合わせ
るたびに健康であることに感謝をする。会員おひとりおひとりの充実感
が引いては職業奉仕をはじめとする五大奉仕の実践を通して世間様にお
返しができるのではないかと考えております。つまり私どもの三方よし、
「クラブよし・会員よし・世間よし」となれば本当に素晴らしい事だと思
いますが如何でしょうか。この様なテーマと方針のもと１年間一生懸命
精進いたしますのでどうぞ叱咤激励のほど宜しくお願い申し上げます。

委員会報告
親睦活動委員会 土肥 成二 君
７月の誕生日は土田貴英君、木村政則君、中村 篤
君の３名の皆さんです。おめでとうございます。
ニコニコBOX
伊勢 和正君
石山 祐介君
青山治右衛門君
佐藤 直人君
谷口 義洋君
伊藤
誠君
土田 貴英君
鈴木 正則君
浅野 裕幸君
鈴木 政康君
大久保章宏君

宮舘 順治 君
一年間よろしくお願いいたします。
一年間よろしくお願いいたします。山形四中の息子が野球で県大会優勝しました。
一年間よろしくお願いいたします。
一年間よろしくお願いいたします。
一年間よろしくお願いいたします。
一年間よろしくお願いいたします。
誕生祝いありがとうございました。
一年間よろしくお願いいたします。
昨年度はありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
一年間よろしくお願いいたします。
ガバナー会に出席してきました。

７月度理事会報告

〈協議事項〉 １．前期年会費の納付書送付について
前期会費＠115,000円＋地区災害特別支援金＠3,000 計＠118,000円
２．７月25日㈫ 「夏祭り家族例会」について
会費 会員・大人 3,000円 中学生以下 2,000円
３．８月15日㈫ 「ALSチャリティゴルフコンペ」について
社会奉仕委員会より50,000円支出
４．山形東RC30周年記念式典について
当クラブから12名以上の参加を確認
〈報告事項〉 ・米山奨学セミナーについて ・地区補助金申請について

常任委員会及び小委員長発表
S.A.A

親睦活動小委員会
佐藤

直人 君

活動方針
ロータリー活動の基本は、クラブ例会への出席であります。そ
のクラブ例会の運営・進行を担当するのがＳＡＡの大切な役割で
す。
ＳＡＡは、
「会場監督」とも呼ばれています。山形南ロータリー
クラブ例会の雰囲気が品格に満ち、そして楽しく秩序正しくスムー
ズに運営されるように、常に心配りを忘れないように努めてまいり
ます。
活動計画
１．クラブ例会がスムーズに行えるように、会長・幹事および各
委員会と連携を密に図ります。
２．ゲスト、ビジターの来訪を温かく歓迎し、明るく心地よい例
会進行を努めます。
３．楽しく食事ができるように、ホテル担当者と連携をします。

青山治右衛門 君

クラブ管理運営委員会の役割りは、伊勢会長が掲げたテーマで
ある「楽しい例会、楽しく食事、健康な毎日で奉仕の実践」が年間
を通して円滑に実行されるようにサポートする事と考えております。
このテーマを実践する事により会員の皆様に、改めてロータリー
とは何ぞやと問い直し、ロータリーの意識について理解を深めて
もらう事が、ひいては我が山形南ロータリークラブの存在感を高
める所以かと思います。その意味では、管理運営委員会は、クラ
ブのキーポイント（核心）であり、各小委員長共々、同じ意識で
進む所存でございます。
当委員会には、出席委員会、親睦活動委員会、プログラム委員会、
姉妹クラブ委員会があり、それぞれの小委員会活動により、会員
の皆様が１年間会長テーマの通り、会の運営に満足してもらえる姿
にしたいと存じます。
その為、各小委員会の目標達成に留意し支援するつもりです。

出席小委員会
委員長

浅野

裕幸 君

本年度の会長方針である「楽しい例会、楽しく食事、健康な毎
日で奉仕の実践」という伊勢会長の想いに沿って、会員皆様の例
会出席意欲の向上に努めてまいります。
例会はもちろん各行事において、若手からベテランまでクラブ
が一つになれるような親睦交流が図れる例会づくりをお手伝いいた
します。
会員皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
１．会員の例会への出席を奨励して、100パーセント出席率を目指
します。
２．家族例会・地区大会・合同例会など各種行事への参加を呼び
かけ、会員相互の親睦をより強く深め、より充実した活動を推
進します。
３．創立記念例会での永年在籍者への表彰を行います。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５３名
５４名

出席義務会員数

（山形中央）鈴木
他クラブで
形）神﨑
メークアップ （山
さ れ た 会 員 （山 形 東）鈴木

出席会員数
３７名
４９名

４９名
利明
祐子
利明

土田
中村

貴英
篤

出 席 率
100.0％

鈴木

正則 君

本年度の親睦活動委員会は、
ＲＩテーマ：変化をもたらす
ガバナーテーマ：美しい心、ロータリアンの矜持
～修養、友情、情熱、奉仕、平和、感動～
会長テーマ：美しい例会、楽しく食事、健康な毎日で奉仕の実践
に沿って、クラブ会員並びに他団体との親睦を深めることができ
るよう「ロータリーの木」の根底を担うクラブ奉仕として小委員
会テーマを「和を第一！」として、楽しいクラブ例会になるよう努
力いたします。

プログラム小委員会
委員長

クラブ管理運営委員会
委員長

委員長

谷口

義洋 君

年間の日程表によると、当委員会として担当するのは計12回と
なるが、会員にとって有意義でかつ資質の向上に寄与できるよう
なプログラムにしたい。また、ガバナー方針にのっとり、出来る限
り多くの会員卓話も取り入れていきたい。
〈基本方針〉
１．委員各自の人脈を活用した講師の選定。
２．各理事役員からの推進による講師の選定。
３．月間目標に沿った講師の選定。
４．各委員会との連携。
〈具体的活動〉
１．文書による講師への依頼。
２．会報作成のための原稿受領。
３．講師への会報を添えた礼状の発送。

姉妹クラブ小委員会
委員長

伊藤

誠君

中津ロータリークラブとの交流会について、伊勢会長が、４月
上旬に訪問したい意向です。昼の例会に出席して、夜は湯布院温
泉の宿に泊り、山形南クラブ会員で親睦をはかりたいと思っており
ます。新人会員の方は特に多くの参加を宜しくお願いします。時
期が決まりましたら、会員にご出席下さいますようご案内申し上げ
ます。

ロータリー財団・米山奨学委員会
委員長

鈴木

政康 君

ロータリー財団においては当2800地区の池田德博PGがRRFC
（財団地域コーディネーター）を務められており、また米山奨学会
委員会においては当クラブの大久保章宏PPが地区の大委員長を務
める中で、いずれにおいても例年以上の取り組み強化が望まれる
年度となります。下記目標を必達すべく皆様のご協力をお願いして
まいります。

※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

