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「ふるさとを見直し、活かそう」

山形南ロータリークラブ会報
インスピレーションになろう
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会 長挨拶

皆さん、こんにちは。本日のお客様は、
これから入会する予定の佐々木健一さ
んです。スポンサーは高梨徹也君です。
本日は「第2223回」例会。常任委員
会 及び小 委 員 会 活 動 計 画 発 表 最 終日
で、二週間ぶりの例会日です。酷暑の
毎日、皆さんどうお過ごしでした。私は
RC会長職をまじめに務めました。特に
ガバナー歓迎会、翌日の山形市長表敬
訪問は暑い白昼のなか、真剣に随行し

てまいりました。
さて、今回はバリー・ラシンRI会長「新ロータリー年度の
ご挨拶」の一節をご紹介します。『今年度ご自身の中にインス
ピレーションを見出すだけでなく、人々へのインスピレーショ
ンとなってください。奉仕に意義を見出し、影響を生み出す

幹事報告

熊谷

昌和 幹事

１．７月31日㈫は移動例会となります。18時30分よりパレスグランデール
さんにて夏祭り家族例会です。親睦委員の皆様よろしくお願い致します。
２．会費の納入期限は来週火曜日７月31日です。よろしくお願い致します。
３．８月７日㈫はいばら木さんで11時45分より「クラブ協議会並びに
ガバナー補佐訪問」終了後12時30分より「夏バテ解消！うなぎ例会」
で移動例会となります。
クラブ協議会に出席の方は11時30分までにパレスグランデールさ
ん第４駐車場へご集合下さい。いばら木さんのバスが発車いたします。
また、一般会員の皆様は12時10分までに同じくパレスグランデー
ルさん第４駐車場へご集合ください。同様にいばら木さんのバスが
出発いたします。当日いばら木さんの駐車場はランチタイムでの一
般のお客様が使用しますので、山形南RC会員の皆様はご遠慮くだ
さい。ご理解のほどよろしくお願いいたします
４．８月14日㈫はお盆のため休会となります。
５．８月15日㈬はALSチャリティーゴルフコンペが行われます。
６．８月24日㈮は新庄祭り山車行列観覧例会となります。
７．８月28日㈫はガバナー訪問11時より会長・幹事会が行われます。
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司会進行（SAA）
：鈴木 正則 君
ロータリーソング：
「我等の生業」
者としての自己を認識し、さらに多くを成すことに意欲を燃や
すロータリアン同士で力を合わせ、力強いクラブと地区を築
いていきましょう』中略。また、ロータリーの友７月号「ガバナー
の横顔」から抜粋。①上林直樹ガバナーが掲げた地区方針の
理由は、クラブの創立時、一業種一人による異業種間の交流
の在り方に感銘を受けた事に起因するとか。②自分を動物に
例えると？その理由は？その答えはマグロ→常に動き回ってい
ないとダメで、止まると死ぬ。だそうです。ガバナー歓迎会
の席上、さかんに会員増強を強調していました。各クラブに
現況報告を要請し、拡大の方法論までご指導いただきました。
市長会談の折、「ロータリーの友」を是非、庁舎の閲覧室
に常備をとお願いしておりました。総じて、ガバナーの熱意
には感服いたしました。最後になりますが、次回例会は「夏
祭り家族例会」暑い日が続いています、是非、家族同伴で
楽しい一夜を楽しんでください。ありがとうございました。
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佐々木君から買いましたジャケットを着てきました。
本日、計画発表いたします。
久しぶりに山形に戻ってきました。ずっと大阪で仕
事してました。
本日、計画発表いたします。
本日、計画発表いたします。
本日、計画発表いたします。
６/11 平成会で皆さんに認めていただきました。息
子が県中体連の野球で負けてしまいました。
佐々木健一君の正式入会を祈念いたします。
ロータリー関係の年度初めの会合がやっと終わりま
した。
久しぶりに海外旅行に行ってきました。

青山治右衛門 会長エレクト

本日の
一言

毎日暑い中、
元気で頑張りましょう！

本日のお客様、今度正式に
入会されます佐々木健一君です。

常任委員会及び小委員長発表
公共イメージ推進委員会

ロータリー情報小委員会
委員長

委員長

佐藤
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公共イメージ推進委員会は、山下宏小委員長率いる会報・史料
小委員会と、神崎祐子小委員長率いる雑誌・広報小委員会の２つ
の小委員会で活動してまいります。
活動計画といたしまして、ロータリーに関する情報を広め、クラ
ブの奉仕活動や委員会活動を広報してまいります。
山形南ロータリークラブのホームページや会報の充実を図り、
またマスメディア等を通じて、地域社会の人々にも情報発信を行っ
てまいります。
この様な広報活動により、ロータリーの理解を深めていただく
ことで、山形南ロータリークラブのイメージアップと会員増強の一
翼を担えればと思います。
そして、ロータリーと山形南ロータリークラブのイメージを少し
でも高めるための武器の一つが、ロータリーの歯車の会員章（ピ
ンバッジ）です。
私たちは、ロータリアンでない人たちと接する機会がとても多
いと思います。
例会だけではなく、いつもロータリーの会員章（ピンバッジ）
を身に着けて、行動と活動をしていただけるよう進めていきたいと
思います。
１年間、会員の皆様のご支援とご協力どうぞよろしくお願いいた
します。

会員増強委員会
委員長

青山治右衛門 君

会員増強とは、我が山形南ロータリークラブの問題だけではな
く、山形のクラブは基より全国ロータリークラブの最重要課題か
と思います。
何で会員が増えないのか、ロータリーの活動について市民の皆
様はどんなイメージを持っているのか。
我々自身、入会する前ロータリーについて詳しく理解していな
かったのが現実ではないでしょうか。
いろんな意味で再度ロータリー活動を見つめ会員の増強に務め
たいと存じます。
［具体的アクション］
１．大久保ガバナー年度を目前にしておる現在60名会員体制を目
指し先づ現会員数の維持
２．小委員長、委員共々情報の交換を計り若い会員、女性会員の
入会を推進する。一チーム二名で入会勧誘、説明に出かける
３．入会候補者のリストアップ

会員増強・職業分類小委員会
委員長
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富将 君

本年度の増強委員会は来年また２、３年後大きい行事が有りま
すので素晴らしく強力な人脈を持っている方がお揃いです。60名
会員の目標にさせて頂きたいと思っていますので会長のテーマを最
優先に委員の皆様と力を合せて増強して参りたいと思っています。
会員の皆様情報お待ちしています。
○出来る限り若い人を
○出来れば女性経営者を入会して頂ければと願っています。

本日出席・前回修正出席
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ロータリー情報小委員会は、
山形南ＲＣ会員がロータリーを理解
し、会員の特典と責務を把握できるような情報を提供いたします。
特に在籍年数の少ない若年時会員の皆様にはファイアーサイドミー
ティング等の機会を設け、ロータリーに関する知識や情報の提供
および山形南ＲＣのこれまでの歴史や歩みついての理解を深め、
コミュニケーションを図ってまいります。
本年は大久保章宏ガバナーエレクト年度としての各種行事への
参加協力を通して、ロータリーについてより理解を広げる機会に
できれば幸いです。

ロータリー財団委員会
委員長

武田

秀則 君

活動方針
国際ロータリー財団の使命は、健康状態を改善し教育への支援
を高め、貧困を救済することを通じて世界理解・親善・平和を達
成する事にあります。
ロータリー米山記念事業とは、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、ロータリーの良き理解となる、人
材を育成することであります。
ロータリーの目指す、平和と国際理解の推進の役割であります。
活動計画
【ロータリー財団】
１．今年度の財団の目標を達成する
２．財団に関して、会員皆様に理解をしてもらう
３．地区補助金の仕組みを理解し、目的に従った活用を行う
【米山奨学会】
１．会員の皆様に米山奨学について理解を深める
２．会員全員で目標額を達成する
３．学友会について、理解と、支援を行う

米山奨学会
委員長

土田

貴英 君

2018 〜 2019年の活動方針
① サブ世話クラブ制度
世話クラブの経験が少ないクラブに奨学生に年間２回ほど訪問
していただき交流の機会を作る など
② 米山卓話の推進
奨学生に積極的に卓話をお願いする など
③ 世話クラブの推進
積極的に世話クラブを受託してもらえるよう、各クラブの良さを
推進する など
④ 米山学友運営への支援
米山奨学・学友会のホームページを活用する など
⑤ 米山奨学事業の理解促進
地区行事、ガバナー月信、ロータリーの友で米山奨学事業をＰ
Ｒし米山功労者を讃える など
⑥ 奨学生の選考とフォロー
指定校の選定、奨学生選考試験、オリエンティーション、歓送会、
ホームカミング、学友会との懇親会などを行う など
⑦ 寄付の促進
米山奨学生卓話の際、訪問クラブに特別寄付をお願いする など
最後に2800地 区の全国順位を引き上げる為に山形南ロータ
リー全員で努力する。
寄 付 目 標 額 １人15,000円（普 通 寄 付5,000円 特 別 寄 付
10,000円）の達成を目指しますのでご協力宜しくお願い致します。

※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

