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カリフラワーのポタージュ
鰆のソテー
フレッシュトマトのケッカソース
季節のサラダ　パン

６月度理事会報告
１．６月２日の楽天戦３名で観戦してきました。
２．大久保ガバナー地区事務所へ運営資金を貸し付けいたしました。
協議事項
１．最終例会の会費3,000円、二次会の会費3,000円とする。

　ニコニコBOX　宮舘　順治 君
金田　亮一君　誕生祝ありがとうございました。
山下　　宏君　誕生祝ありがとうございました。
鈴木　崇弘君　誕生祝ありがとうございました。
鈴木　利明君　米山功労者表彰ありがとうございました。
浅野　裕幸君　誕生祝ありがとうございました。
高梨　徹也君　誕生祝ありがとうございました。
本間　安信君　誕生祝ありがとうございました。
大久保章宏君　ガバナーノミニー激励会開催頂きありがとうございました。
石山　祐介君　この後の引継フォーラムよろしくお願いいたします。
伊勢　和正君　この後の引継フォーラムよろしくお願いいたします。
青山治右衛門君　今年で結婚50周年となります。
武田　和夫君　米山記念奨学会への寄付がお陰様で伸びています。

第2217回例会 2018-６／5（火）天気（晴れ）

　

１．６月２日㈯に中山町の山形県野球場で楽天対西武の２軍公式戦
が行われましたが鈴木政康ガバナー補佐が始球式を行いました。
ストライク投球とはなりませんでしたがノーバウンドで見事な投
球でした。

２．新入会員の那須尚平さんの委員会配属は親睦活動委員会となり
ます。

３．６月のロータリーレートは110円です。

幹 事 報 告 石山　祐介 幹事

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：佐藤　直人 君
点　鐘：PM 12：30　伊勢　和正 会長 ロータリーソング：「国歌」「四つのテスト」

親睦活動委員会　工藤　　毅 君
　６月の誕生祝いは、山下　宏君、高梨
徹也君、本間安信君、浅野裕幸君、鈴
木崇弘君、金田亮一君、矢尾板信孝君、
柴田健介君の８名の皆さんです。

米山奨学生イ・ジェムン君に
奨学金の贈呈

委員会報告

会長挨拶
　皆さんこんにちは。ニュースで蔵王山の
呼び名について“ざおうさん”とか“ざお
うざん”などと紛糾しておりましたが、こ
の「蔵王山」とはそのような名称の１つの
峰があるわけではなく、山並つまり蔵王連
峰を指す総称として蔵王山と呼ばれており
ます。今年１月に発令された「蔵王山火口
域噴火警報レベル２」は、瞬く間にマスコ
ミを駆け巡り蔵王温泉に風評被害の波が
押し寄せました。実際この河口域とは五色
岳のお釜を指し蔵王温泉や蔵王町とは1,2

キロ以上離れておりそこには地蔵岳や熊野岳がそびえておりま
す。「蔵王山」という呼称の為に地域がすべて一体なもので危険
エリアと誤解されていると思われるので、今後「蔵王山火口域」
を「五色岳火口域」と呼称を変更してもらうように山形市・上山市・
蔵王町・蔵王温泉観光協会が一丸となり働きかけを強めるとの

ことです。つまり噴火警報がでても落ち着いて対処しようとのお
願いです。
〔最上町健康センター〕
　最上町の道路南側に位置する町民の為の健康保養センターで
す。町民の為との事で表看板には温泉の字は一つもありません
し町外の方には特に案内は一切ありません。そこに興味が引かれ
て行って参りました。この大雪ドカ雪で寒～いこの日早く入りた
い一心です。しかしこれがすばらしい温泉施設でビックラこけま
した。アルカリ泉質であったまり湯、汗がバンバン吹出してきます。
また浴場はトランプ大統領のお風呂みたいにいたって豪華で、ど
うして宣伝しないのか不思議です。その後二度目に訪ねたのは春
で近くの前森高原を訪ね最上の新鮮な空気を胸いっぱいに吸い
込み、山間の素晴らしい景色を堪能してきました。高原にあった
そば処はらっ葉は満席になる盛況で手打ち板蕎麦が三津屋さん
くらい美味しかったです。

ー 委員会引継ぎ例会 ー



本日出席・前回修正出席
会員総数
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※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

　
（山　形　北）青山治右衛門　谷池　正弘

■SAA■
佐藤　直人 君

　例会の雰囲気が品格に満ち、楽しく、秩序正しくス
ムーズに運営されることを目指して１年間務めてきま
した。１番の目標である例会進行がスムーズに行える
ように会長、幹事および各委員会との連携を密に図る
ことができたと思います。食事の配膳のタイミングに
ついてもホテル担当者と毎回打ち合わせをしました。
ゲストビジターの来訪時に明るく温かく心地良い例会

進行を心がけてきました。皆様のご協力ありがとうございました。

■クラブ管理運営委員会■
委員長　青山治右衛門 君

　会のテーマである「楽しい例会、楽しく食事、健康
な毎日で奉仕の実践」を実現するためにはまず出席率
向上ということで、出席小委員会浅野委員長が席のく
じ引きによる例会活性化等のアイデアで出席率は96％
と高い水準となりました。親睦活動小委員会の鈴木委
員長が計画のとおりに各種プログラムを成功させてく
れました。プログラム小委員会の谷口委員長はバラエ

ティに富んだゲストを招き楽しい例会を演出してくれました。例えばタン
ザニアの鈴木さんや、リサソマーズさんの最上義光の翻訳といった普段聞
けない話を聞くことができました。姉妹クラブ小委員会では４月に中津RC
訪問し、熊本の復興状況を視察しながら会長推薦の温泉に泊まるなど大変
楽しい例会になりました。これからも一人ひとりが「楽しい例会」だと思
える例会を多く作っていったらいいと思います。１年間ありがとうござい
ました。

■公共イメージ推進委員会■
委員長　熊谷　昌和 君

　年度初めにロータリーに関する情報を集め、クラブ
の奉仕や委員会の広報をしていくことを目標に掲げま
したが、会報・資料小委員会の委員長においては会員
の皆様の情報を毎回会報資料として１年間提供できま
した。一方新聞や雑誌を通して地域社会に貢献してい
こうという取り組みは手落ちとなったと反省していま
す。クラブの姿を地域に知ってもらうために、新聞記

者を同行させるなど情報発信やSNSを利用して若い人たちに対してロータ
リー活動を伝えていくなど、来期の課題として引き継いでいきたいと思い
ます。

■会員増強委員会■
委員長　金子　靖二 君

　会員増強委員会の報告をいたします。
　当委員会は「会員増強・職業分類委員会」「ロータリー
情報委員会」を目標達成のため、運営を支援すること
です。
　伊勢和正会長のテーマ「楽しい例会、楽しく食事、
健康な毎日で奉仕の実践」の下、会員60名体制に向け
た施策を立て、二つの小委員会運営方針を補佐します。

　伊勢会長、石山幹事の見事なリードで、今期の活動が満足出来た事に、
感謝申し上げます。
「会員増強・職業分類委員会」
・ 8/ 8 （うなぎを食べる例会）に地区会員増強委員長の坂部登氏の月間卓話
・10/17 （お試し例会の実施）7名の参加者
・ 1/ 9 現在　2名の新入会員
　　　　　　　　　　①㈱白糸の滝　　　 　取締役　　　本間　安信会員
　　　　　　　　　　②タンノ清掃興業㈱ 　代表取締役　丹野　善将会員
・ 5/29 現在　1名の新入会員
　　　　　　　　　　①㈱山形タクシー　 　代表取締役　那須　尚平会員
「ロータリー情報委員会」
・ 9/26 （ファイヤーサイド芋煮会）ファイヤーサイド・ミーティングの実施
 武田和夫PG、金森正耕P会長両名がカウンセリング
・10/ 3 地区ロータリー情報小委員長の野川勝弘氏の卓話
・ 3/17 地区ロータリー情報小委員会（合同セミナー）に参加
・ 6/ 8 ファイヤーサイド・ミーティング（新人研修会）開催予定

■ロータリー財団・米山奨学委員会■
委員長　鈴木　政康 君

　ロータリー財団の年間一人当たり目標150 ＄に対して寄付実績一人当た
り166 ＄と目標達成。米山奨学金の年間一人当たり目標15,000円に対し
て寄付実績一人当たり18,891円と目標達成しております。

■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。それぞれの委員長はじめ、各委員の方々のご協力
で何とか無事に終了できますことに対し御礼申し上げ
ます。
●第１回奉仕プロジェクト委員会

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。
平成29年８月１日（火）午後６時30分、ワシントンホテル
新年度の顔合せ及び活動計画について

●ニコニコBOX委員会
宮舘　順治委員長、谷池　正弘委員、土田　貴英委員
クラブ運営の財源確保を念頭に年間830,000円を目標に頑張ってまい
りましたが、現在のところ外部での例会が多かったことなどから目標達
成が厳しい状況であります。

●職業奉仕委員会　齋藤　伸治委員長、茨木　寛司委員、高梨　和夫委員
・職業奉仕月間卓話
　平成30年１月16日（火）、
　「職業奉仕について」
　第2800地区　職業奉仕委員長　藤野　和男氏（大江RC）
　平成30年５月22日（火）
・職業奉仕担当　久昌寺　座禅例会「僧侶の修行を学ぼう」
　職場訪問については、日程等の調整がつかなかったため、今年度は行
　わないことにしております。

●社会奉仕委員会　菊地　賀治委員長、金森　正耕委員、神﨑　祐子委員
・地区補助金の活用
　「奥羽・羽越新幹線の早期実現に向けて」普及啓蒙のための懸垂幕設
置に向けた地区補助金を申請し、平成29年10月12日（木）設置を行
ないました。

・ALSチャリティーゴルフコンペ開催（山形北・南・イブニングとの合同）
　平成29年８月15日開催、８月29日（火）伊藤山形北会長、渡邊イブ
ニング会長がいらっしゃって、ALS協会後藤事務局長に義援金の贈呈
式を開催。

・インターチェンジへの植栽については、日程の調整がつかないため、
行わないことと致しました。

●国際奉仕委員会　稲村　佳宏委員長、奥村　健二委員、山田　仁委員
　平成30年２月６日（火）
　COOL JAPAN　山形を語る　Part7の開催
　マチュー・シュレックさん（フランス）、ドース・ビンセントさん
（ベナン）のお二人を招き、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　中村　篤委員長、山下　宏委員、三澤　寛委員
・新世代関連卓話
　平成29年９月12日（火）通常例会　
　2800地区青少年奉仕委員長　遠藤　伸一氏（寒河江RC）をお迎えし
て卓話をいだきました。

・悪戸芋収穫体験
　平成29年10月28日（土）あじさい交流館、周辺圃場。
　嶋ほいくえん園児（19名）＋保護者、先生、運転手24名、山形南
RC20名、関係者（県・食育ネットワーク４名、あじさい営農組合５
名）９名、計72名参加。

●引継事項
　山形南RCとしての「奉仕の柱」となる継続事業と新たな奉仕活動につ
いて模索する必要がある。2019－20年度大久保ガバナー年度までに
確立した奉仕活動を示せればよいのではないでしょうか。

■中長期検討委員会■
委員長　大久保章宏 君

　当委員会はクラブ50周年を見据えて何かを考えな
くてなならないという問題意識から設立された委員会
です。その中で継続事業として芽が出ている取り組み
を紹介しますと寺崎会長の時、東日本大震災の復興支
援の一環で女子のソフトボール大会実行委員会へソフ
トボールの寄贈を行いました。これを50周年に向け
た継続事業としようと検討しておりますが、具体的に

なっていないところがありますので引き続き来年に引き継ぎたいと思いま
す。また50周年が来る前に私のガバナー年度が先に来てしまいましたが、
皆様には是非フォローをお願いします。

委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム委員会引継ぎフォーラム
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