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

一作

皆さんこんにちは。先日県の商工会議所連
合会の総会で酒田に行って参りました。総会前
の見学で酒田港湾事務所のプレジャーボートで
酒田港を海側から視察する機会に恵まれ何年
か前とは様変わりで石炭をはじめ鉄材・木質
チップ・ペレットや花王大型工場で製品化され
る中国向け衛生関連製品の輸出入など、今後
秋田港・新潟港等に負けず劣らずの貿易港に
発展して行くであろう息吹を感じてきました。
また来月にはイタリア船籍のコスタネオロマン
チカが大型クルーズ船として初めて寄港しま
す。さらにビックリしましたのはニューエネル
ギー基地としての酒田港エリアの発展です。東北電力を中心とした70
万キロの酒田共同火力発電、また波力発電、風力発電は現在15基で
加藤総業さんが更に２基敷設中、またバイオマス発電の事業棟は建設
中、大型太陽光発電施設も現在新築中と一躍エネルギー基地への変貌
を遂げつつあることに大変な驚きを感じました。もう既に酒田の目は日
本海のその先に向いているしたたかさを感じました。

会 長挨拶

幹事報告

石山

祐介 幹事

１．上期会費の請求書を送付させていただきました。上期年会費＠115,000円
に加え、地区災害特別支援金＠3,000円、合わせて＠118,000円となります。
７月末日が期限となっておりますのでよろしくお願い申し上げます。
２．７月８日㈯13：30 ～寒河江市ホテルサンチェリーにおきまして米山奨学セミ
ナーが行われ、会長、幹事、金子会長エレクトの３名で参加してまいりました。
また主催者側関係者で武田和夫米山奨学会常務理事、大久保章宏米山奨学学
友委員会委員長、鈴木政康ガバナー補佐、谷口義洋米山奨学生カウンセラー
と米山奨学生のイ・ジェムン君と山形南クラブからは総勢８名の出席でした。
３．７月25日の夏祭り家族例会のご案内を先週末にFAXさせて頂いております。
奥様、お子様、お孫様の多数の参加をお待ちしております。出欠は来週の火
曜日までよろしくお願い致します。
４．先週の水曜日からの大雨で福岡県・大分県が洪水被害を受けており、姉妹ク
ラブの中津市もテレビ等で報道されており心配なさっている方が多いかと思い
ますが、先週の木曜日に今年度幹事と連絡を取りましたが、会員の方で被害に
あわれた方はいらっしゃらないことと、報道された地域は市町村合併で中津市
に統合された郡部との事でした。一安心ではありますが、被害にあわれた方が
多数いらっしゃいますのでご冥福をお祈りいたします。

本日のスープ
野菜いっぱいのスープカレー
ライス
福神漬け

政康

委員長 ： 間木野仁美

鈴木

第2182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

崇弘

2017 - 7 ／ 11（火）天気（晴）

司会進行（SAA）
：佐藤 直人 君
ロータリーソング：
「奉仕の理想」
話はガラッと変わります。
〔肘折温泉上の湯〕さて、実は私温泉大好
き人間でして温泉旅館でゆったりするのも好きですが、その温泉街の共
同浴場に入るのがもっと好きです。日本秘湯を守る会会員として温泉入
浴用マイグッズは、常に車に持ち込んでおり用事があってその土地を訪
れた時にはなるべく近くの温泉に入るようにしています。今年の会長挨
拶の中では機会があれば、あんな温泉こんな温泉を皆様にご紹介をし
て参りたいと思っております。本日は私が毎年３～４回は訪ねています
肘折温泉です。温泉街の真ん中にある共同浴場は、上の湯といい無色
透明の塩泉で飲泉も可能ですが飲み過ぎに注意。折れた骨を直したと
言われる肘折温泉は、ユッタリと長い時間入れる柔らか～な温泉で腰痛
持ちにはバッチリの湯です。お風呂の中にはお地蔵さんが祀られており、
手を合わせながらの入浴です。もし泊まった場合は翌朝早起きしての朝
市巡り。しそ巻き・山菜・なめこ・トマトは定番で買い求めます。狭い
路地をまえは山交、いまは村営の朝一番の定期バスが通る時は、朝市
露店を片付ける様がまるで映画の世界。肘折観光協会長は私の高校時
代の同級生なので肘折はとても行き易い友と会える、温泉も良い安ら
ぎの場所と言えます。皆様もどうぞ行ってみてください。次回はまたぎ
の里小国小玉川の泡の湯温泉です。

委員会報告
ニコニコBOX 宮舘 順治 君
伊勢 和正君 中山様、平吹様本日はありがとうございます。
木村 政則君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
熊谷 昌和君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
金子 靖二君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
武田 秀則君 本日発表させていただきます。ご協力お願いします。
佐々木吉嗣君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
松田 勝彦君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
鉄
浩二君 妻の誕生日の花のプレゼントありがとうございました。
齋藤 伸治君 本日発表させていただきます。よろしくお願いします。
石山 祐介君 息子の山形四中野球部が県南ブロック大会で準優勝しました。
山形東RC 中川善雄様 30周年記念にご参加お願いします。
◆ビジター紹介

山形東RC

中川

米山奨学生 イ ジェムン君に
奨学金の贈呈

善雄様

平吹幸治郎様

山形東RC中川善雄様、平吹幸治郎
様が、９月９日㈯開催の30周年記念
式典の御案内にいらっしゃいました。

常任委員会及び小委員長発表
公共イメージ推進委員会
委員長

熊谷

会員増強・職業分類小委員会
昌和 君

ロータリーに関する情報を広め、クラブの奉仕や様々な委員会
活動を広報してまいります。
広く、地域社会にも活動を知っていただき、ロータリーの理解
を深めていただくことが、会員増強にもつながることだと思います。
山形南ロータリークラブの情報を共有すること、マスメディアに
も露出等などで広く奉仕活動や、委員会活動を世の中の皆様に
ロータリー活動のイメージを伝えていきたいと思います。
１年間、会員の皆様のご協力をお願い致します。

雑誌・広報小委員会
委員長

木村

政則 君

金子

靖二 君

会員増強委員会の役割は、クラブの構成されている「会員増強・
職業分類委員会」
「ロータリー情報委員会」二つの小委員会が、目
標達成出来るよう運営を支援する事です。その責務は、
リーダーシッ
プを発揮して、両委員会活動を効果的に導くことだと思います。
伊勢和正会長のテーマである「楽しい例会、楽しく食事、健康
な毎日で奉仕の実践」の下、当クラブ重点課題の一つ会員60名
体制に向けた施策を立て、委員会構成の大半を、パスト会長で占
める二つの小委員会運営方針を補佐します。
[具体的行動]
１．新会員の勧誘の方法等を会員に紹介し、会員維持策を練る。
２．会員の職業分類を調べる。
３．会員増強・職業分類委員会が会員60名の土台作り又若い会員、
女性会員の入会推進等の実現を促す。
４．Ｒ情報委員会が新会員の教育と親交を深める企画などにアイ
デアを提案する。
５．二小委員会同士との連携と調整を図る。

会員総数
５３名
５４名

出席義務会員数
４９名

浩二
他 ク ラ ブ で （山 形 西）鉄
メークアップ （地区米山セミナー）伊勢 和正
された会員
大久保章宏

委員長

出席会員数
３５名
４９名

土肥 成二
石山 祐介
谷口 義洋

金子 靖二
鈴木 政康

出 席 率
100.0％
武田

和夫

※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

佐々木吉嗣 君

本年度の地区目標寄付額として、ロータリー財団は一人150ドル、
ポリオプラス基金は一人10ドルの目標が設定されております。
本年度の寄付目標達成のため、50ドルは会費より充てる。
100ドルに関してはロータリー財団月間の11月21日に池田徳弘
PGに卓話「ロータリー財団の感動的な話」をお願いし、ロータリー
財団の意義を理解していただき財団寄付申込書を配布。
翌週28日に財団寄付申込用紙の回収及び集金を行う。
ポリオプラス基金は会員一人10ドルですので２月27日の創立記
念例会時にニコニコBOXに1,000円の上乗せをお願いして無理な
く集金します。
何れにしましても会員の皆様のご理解が大事でありますのでそこ
を重点に活動します。

米山奨学会小委員会
松田

勝彦 君

米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付金を財
源として、日本で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支給し、支援
する国際奨学事業です。将来、日本と世界を結ぶ「架け橋」となっ
て国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を
育成することが事業の使命です。
米山学友は、韓国駐日大使やスリランカ警察庁長官、韓国・台
湾のガバナーに就任した人など、世界中で活躍しています。
当委員会として、会員の皆様に米山奨学会に対する理解を推進
し、ご協力をお願いしてまいります。
「計画」
１．会員の皆様に米山奨学会の理解を深めていただく。
２．会員全員の米山奨学会への貢献。
３．財団委員会と連携し、11月にフォーラムを開催する。
４．寄付目標額一人15,000円

職業奉仕小委員会
委員長

本日出席・前回修正出席

秀則 君

今年度は会員数純増４名を目標として、57名の会員を目指す。
活動項目
１．会員増強・拡大月間の８月に、会員増強フォーラムを実施
１．年度内、上期・下期各１回お試し例会の開催
１．山形南ロータリーの来たるガバナー年度、50周年を見据え、
会員増強委員７名で推進する。
会員皆様のご協力よろしくお願いします。

委員長

会員増強委員会
委員長

武田

ロータリー財団小委員会

伊勢会長のテーマ『楽しい例会、楽しく食事、健康な毎日で奉
仕の実践』に基づいてロータリーの活動に関心を持ち、理解を深
めていくためには、国際ロータリーから認定された公式な文書で
ある『ロータリーの友』は国際ロータリーの最新情報と国内各地
区の活動状況等、ロータリーを理解する上で大変重要な役割を担
う情報誌であります。
１．
『ロータリーの友』ロータリアンとして興味を持ち精読しても
らうべく重要に記事については、例会時にお知らせしたい。
２．雑誌月間には関係する卓話を予定
３．地域社会にロータリーに関心を持ってもらうために我々のロー
タリー活動を常にマスコミ等の協力を得ながらアピールする事を
考える。
４．
『ガバナー月信』ガバナーがその地区内の会長、幹事にあて
た月例のメッセージで、ロータリーからの情報、地区内の行事
等を毎月１回発信する事になっておりますが、現在では会員全員
に配布されております。
５．
『クラブ会報』当クラブの活動内容を記録したもの会報・史料
小委員会が担当している。

本
日
前回修正

委員長

齋藤

伸治 君

本年度の職業奉仕委員会は、伊勢会長テーマ「楽しい例会、楽
しく食事、健康な毎日で奉仕の実践」に沿って、楽しい職業奉仕
例会を実践できるように努力してまいります。
年間活動計画
１．職業奉仕についての楽しい講演会の開催
２．楽しい会員企業職場訪問例会の開催
３．職業奉仕に関する例会スピーチの開催
４．職業奉仕月間卓話の開催

