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「ふるさと・発信・リターン」

ふるさとの良さを見直し、全国に発信、そしてリターン
（還元）
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例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 青山 治右衛門 会長

皆さんこんにちは。本日から各委員会の活動計
画の発表を行います。来年度クラブ創設50周年と、
大久保ガバナーのホストクラブという大きな節目の
年に当たり、改めて思いを新たに今年一年、山形
南ロータリークラブの発展に微力を尽くす所存でご
ざいます。
先週あいさつの中で「ロータリーを一から勉強
する」と申し上げました。まず、入会して良かった
ことの第一は「人との出会い」でないかと思います。
クラブに入会しなければ、こんなに親しくお付き合いさせていただくことが出
来なかったであろう方々との出会いが本当に数多くありました。この出会いの
素晴らしさがロータリーならではの醍醐味だと思います。又、ロータリー活動
の一つである奉仕活動も、純粋な見返りを求めないスタンスであるからこそ、
その感動は格別に大きいものだと考えております。仕方なく入会したロータリ
アンもおられるかもしれませんが、折角縁あって入会したのですから、ロータ
リー活動に積極的に参加し、いろんな体験をする事によりロータリーが好きに
なり、結果的に自分の人生が豊かになって行く事でないでしょうか。
さて、会員の社会奉仕小委員長木村政則さんの見舞いに佐藤幹事と行って
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2019 - 7 ／９（火）天気（晴れ）

司会進行（SAA）
：浅野 裕幸 君
ロータリーソング：「奉仕の理想」

一好 君

青山治右衛門君 何とか２回目こなしました。
佐藤 直人君 本日、活動計画発表させていただきます。
浅野 裕幸君 本日、活動計画発表させていただきます。
伊勢 和正君 本日、活動計画発表させていただきます。
宮舘 順治君 本日、活動計画発表させていただきます。
中村
篤君 本日、活動計画発表させていただきます。
石山 祐介君 本日 18 時から平成会を開催いたします。

きました。左半身が悪いとの事でしたが、話もでき思いの外元気だったので安
心しました。近日中にリハビリ専門病院に転院、１日も早く皆様に元気な姿で
お会いしたいとの事で、皆様に宜しくとの事でした。ニコニコをいただいてお
ります。
６日に大久保ガバナー主催の米山奨学・学友セミナーが天童で行われ、南
RCから青山始め４名、クラブから地区幹事他６名が参加してきました。奨学生
11名がそれぞれ ”
私の母国”の演題で発表した中で、当クラブが世話クラブ
のコウ・シンさんが、芸工大で古美術・修復の１つである、表装・表具技術
のマスターを目指しており、それを通して日中両国の架け橋になりたいと、強
烈にアピールしたのが印象に残っており改めて米山記念奨学事業の素晴らし
さ、大切さを感じた次第でございます。
今日は浅草寺の功徳日 ”
四万六千日”です。お参りすれば四万六千日参拝し
たのと同じご利益が得られるとされている日です。
四万六千日 ＝ 126年
〃
＝ 一生
一升 ＝ 米46,000粒
“かけがえのない「今日」に彩りを”の想いで、今後もその日についてお話し
したいと考えています。
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本日の一言

１．
「山形イブニングRC創立20周年記念式典」
と
「山形イブニングRC創立20周年記念
ゴルフコンペ」ですが、
ご存じの通り、山形南RCがスポンサークラブとなり山形イブニ
ングRCが設立されました。親クラブ・スポンサークラブとして大勢で出席をお願いい
たします。
２．
上期会費納入のご案内が届いていると思います。納入期限は７月末までに銀行振り込
みでお願いいたします。
３．
中津RC地区大会訪問ですが、参加申し込みがまだの方は、是非今日中申し込みをお
願いいたします。
４．
来週７月16日㈫は、祝日を含む週の為、定款に基づき休会です。よろしくお願いいた
します。
５．
7月23日㈫は、
委員会活動計画発表です。もし委員長が欠席の場合は、必ず代理の方
が発表してくださるようお願いいたします。

ニコニコBOX

佐々木啓充

― 常 任委員会及び小委員長発表 ―

会長挨拶

幹事報告

委員長 ： 石山 祐介

鈴木 崇弘

第2258回例会

ガバナー補佐 ： 小松 幸弘

正則君
浩二君
徹也君
昌和君
政則君
一好君

本日、活動計画発表させていただきます。
本日、活動計画発表させていただきます。
本日、活動計画発表させていただきます。
本日、活動計画発表させていただきます。
リハビリ頑張ります。
大勢の方ニコニコありがとうございました。

青山 治右衛門 君

テーマ ５年後の自分は？
５年後も山形南RCに元気で
参加したいなぁ。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５６名
５６名

出席義務会員数

他 ク ラ ブ で （地 区）青山治右衛門
メークアップ
谷口 義洋
された会員
土田 貴英

５３名

出席会員数
３０名
４９名

佐藤 直人
伊藤
誠

長沢 一好
稲村 佳宏

出 席 率
92.45％
武田 秀則
川合 賢助

※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

常任委員会及び小委員長発表
幹

事
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ロータリーでは、
「幹事は、
クラブの要である」
と言われています。その要
の幹事を微力ながら務めることになりました 佐藤でございます。皆様か
ら、
ご指導とご協力をいただきながら、
１年間一生懸命に務めて頑張ってま
いりたいと思います。幹事方針ということで、
１．
青山会長方針に沿って、着実に実行できるよう、各委員会の協調のもと、
活気あるクラブ運営を心がけてまいります。
２．
クラブ例会が品格に満ち、そして楽しく秩序正しくスムーズに運営される
ように、SAA、各委員会と連携を密に図ります。
３．
次年度以降に役立つクラブのデータ作成を行ってまいります。
４．
常に心配りを忘れないように努めてまいります。
今年度は、二人目のガバナー輩出という、非常に光栄な年となりました。微
力ではありますが、青山会長を支え、会の運営の為努力していきたいと
思います。
１年間よろしくお願いいたします。

会

計
鈴木

正則 君

①会計の具体的職務内容を理解しすべての資金、会計帳簿、
クラブ財産
の管理保管。 ②すべての勘定書、伝票、小切手等の会計諸帳票を管理保
管。 ③出金伝票のチェック、署名。 ④現金、銀行振込、
インターネットバ
ンキングによる入出金の執行。
2019-2020年 一般会計予算額15,405
（千円）
、
にこにこBOX会計予算
額 1,000
（千円）
、基金会計予算額4,400
（千円）
会長、幹事、担当委員会
の各大小委員長との連絡を密にし、上記、各予算を責任持って鈴木崇弘副
会計と管理して参ります。
１年間どうぞ、
よろしくお願い申し上げます。

S.A.A
浅野

裕幸 君

ロータリークラブ活動の根幹である例会を、楽しくまた品位あるものと
するために、青山治右衛門会長のテーマ「ふるさと・発信・リターン」の基
本方針のもと、適正な会場監督に努めます。
重点目標
①例会がスムーズに進行できるよう、会長、幹事とコミュニケーションを密にします。
②ゲスト、
ビジターに対し、あたたかく心を配ります。
③充実した例会づくりのため、プログラム、ニコニコBOX、親睦、出席等、各委員会と連携をします。
④食事は変化に富んだメニューとし、満足していただけるようホテル担当者と連携します。

管理運営委員会・地区運営員会
委員長

中村

地区とクラブのパイプ役として当クラブ２人目の大久保章宏ガバナー輩
出ですので、全会員一丸となってバックアップしていくという力強い言葉を
青山会長から頂いておりますのでクラブと連携を密に進めていきます。よ
ろしくお願いいたします。

出席小委員会
熊谷

親睦活動小委員会
委員長

高梨

徹也 君

本年度の会長方針に沿いながら、下記の項目を実践し出席率の向上に
努めてまいります。
１．
会員の例会への出席を奨励して、100%の出席率を目指していきます。
２．
他クラブへの参加によるメイクアップに自ら進んで出席し、見解を広め、
会員の皆様に奨励していきたいと思います。
３．
家族例会・地区大会・合同例会等の行事への参加を呼びかけ、会員相互
の親睦をより深められるよう活動していきます。
４．
創立記念日で永年在籍者への表彰を行います。
「例会の出席は会員としての最小限の奉仕」
「出席なくしてはロータリーの目的は達せられない」
「出席によってはじめて親睦が得られ、奉仕の理想が高められる」

プログラム小委員会
委員長

伊勢

和正 君

今年度のプログラム小委員会が担当する卓話は16回です。外部からの講師をお招
きし有意義なお話をいただく卓話と、会員の中から経験豊かな先輩会員の話や新会員
の楽しい趣味自慢話など多種多様な例会の時間を演出できればと考えております。
どんな講師の先生ですか……？どんなお話をいただきますか？
・やまがたのべにばな文化に造詣の深い先生。
・やまがたの古くから伝えられてきたお漬物食文化を教えていただける先生。
・最上義光山形初代藩主について詳しく聞いてみたい。
・十日町を中心とした江戸時代からの商人文化を掘り下げてみたい。
・今が旬の山形商業高校の産調ガールズはお昼来れるかな？
・令和新元号の今こそ天皇についてもっと勉強したい。
・私たちの住む街やまがたをもっともっと良くしたい。
・肩こり予防にヨガかストレッチをやってみたい。
・健康第一、薬もいいけど自然治癒を高める方法は？
・ヤッパリ何と言ってもこの時期オリンピック話ですよね。
＊他に会員の中でちょっと知らない良い話をお持ちの方に是非ご登場
願いたいものです。

姉妹クラブ小委員会

篤君

管理運営委員会は、
「出席」
「親睦活動」
「プログラム」
「姉妹クラブ」
の各
小委員会の活動により、青山会長の
「ふるさと・発信・リターン」
の実現とク
ラブの更なる活性化を目指し、運営してまいります。
今年度の重点目標である
「例会の充実」
「親睦活動によるふるさとの見
直し」
を念頭に例会プログラムの内容充実と、ふるさと山形の文化にふれ
ながら会員相互のコミュニケーションをはかります。
また、今年度は山形南RC、中津RCともガバナー輩出の年度にあたって
おり、両クラブの相互交流により更なる友好も深めてまいります。
一年間の会員みなさまのご協力をお願い申し上げます。

委員長

３．
家族例会・地区大会・合同例会等の行事への参加を呼びかけ、会員相互
の親睦をより深められるよう活動していきます。
４．
創立記念日で永年在籍者への表彰を行います。
「例会の出席は会員としての最小限の奉仕」
「出席なくしてはロータリーの目的は達せられない」
「出席によってはじめて親睦が得られ、奉仕の理想が高められる」

昌和 君

本年度の会長方針に沿いながら、下記の項目を実践し出席率の向上に
努めてまいります。
１．
会員の例会への出席を奨励して、100%の出席率を目指していきます。
２．
他クラブへの参加によるメイクアップに自ら進んで出席し、見解を広め、
会員の皆様に奨励していきたいと思います。

委員長

宮舘

順治 君

本年度は、当クラブから大久保章宏ガバナーを輩出する年度になりますが、同
じように中津ロータリークラブに於いても、瀧 満ガバナーを輩出するという過去
にも無く、そしてこれからも確率的にはかなり起こりにくい年度になります。そこ
で互いのクラブの今までの友情そして親交をより深めるためにも、各々の地区大
会に相互訪問を行い、互いの地区大会の成功に寄与したいと考えています。
会員皆様のご協力をお願いします。

公共イメージ推進委員会
委員長

鉄

浩二 君

公共イメージ推進委員会は、石山祐介小委員長が率いる会報・史料小委
員会と、奥村健二小委員長率いる雑誌・広報小委員会の２つの小委員会で
協力して活動して参ります。
活動方針として、地元のマスメディアや地域社会の人びとに、ロータリークラ
ブの活動やプロジェクトの情報を発信し、ロータリークラブが「何をしているの
か」
を分かり易く伝え、ロータリーのイメージを向上させること・私もロータリア
ンになりたいと思わせ会員増強につながることを目指して活動して参ります。
また、楽しく有意義な会報を作成し、会員に情報を発信することで、会員
の例会への出席したいという気持ちを刺激し、出席率を高めることを目指
して参ります。
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。

