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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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2800地区ガバナー ： 大久保 章宏
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斎藤 伸治

会報・史料委員会

遠藤 幸司

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。何事につけても「らしさ」と
いうものが少なくなってきたように感じます。自分
の父は、よく「らしくあれ」と言っていました。会
社では、
「社長は社長らしく、部長課長はそのポジ
ションらしく」又、兄妹同士では、
「兄貴は兄貴ら
しくあれ」と言われたものです。
「らしく」というのは、
大変奥深く、又、大変巾のある言葉で、考えれば
考える程難しく、では、実際の行動はどうすればい
いのかと答えが中々見つからないのが正直の処で
す。自分なりに「らしさ」とか「らしく」を考えてみました。人と人とのお付
き合いの場合、同じ目線で見る時と、いい意味でもう少し上から見たり考えた
りする時では、いろいろ見え方考え方が変わってくるのではないかと思います。
私自身ロータリーでも一会員の場合と違って、今回会長の立場で見たり聞
いたり、物事を進める時は、やはり、常にクラブ全体の事を考え一段上からの
見方で行動しなくては、と心掛ける、これが「らしく」に繋がるのではないか
と思っております。では、ロータリーにおける「らしく」
「らしさ」とは何なのか、
それはロータリーの基本を守る事だと思います。例えば、①例会は，常に規律
を保ち、緊張感を持った運営をする事、
②お酒の入る例会でも、品位品格のあ
る例会運営を図る事、
③為になる、実のあるプログラムを組む事など、ロータ
リーにとって当たり前の事だと思います。

佐藤

直人 幹事

ニコニコBOX

長沢

2019 - 7 ／ 23（火）天気（曇り）

司会進行（SAA）
：浅野 裕幸 君
ロータリーソング：「我等の生業」

米山功労者表彰
一好 君

伊藤

誠 君、神﨑

青山治右衛門君 会社の QC サークルチームが全国大会に出場します。
佐藤 直人君 本日も活動計画発表宜しくお願いします。
伊藤
誠君 米山功労者表彰ありがとうございました。
寺﨑 利彦君 本日、活動計画発表させていただきます。
谷口 義洋君 本日、活動計画発表させていただきます。
金森 正耕君 参議院選挙の投票率は山形が全国一でした。

祐子 君

時には、初心に帰り
「４つのテスト」を思い起こすことも必要かと考えます。
「テ
スト」ですから試験です。ロータリアンは何か事あるごとに、常にこの試験に
合格しなければなりません。人生の行動模範としても、常にこの「４つのテスト」
を心掛ける事が肝要かと存じます。ロータリアンとは「４つのテスト」に合格し
た人と、これから合格する人です。
いろんな考えがあるのが世の中ですので、ロータリーへの解釈も人により
色々違うと思います。しかし、「あれ、これはロータリーらしくないのでは！」と
感じた時は、思い切って声を上げる事が大事であると思います。そうしないと、
ロータリーらしくない事が当たり前になり、それが永年続けば、それが正しい
事になり、ひいてはロータリーに対しての批判となり、誤解を受ける事になり
ます。ぜひ、お互いにロータリーらしくありたいと思います。
本日は、各委員会の行動計画の発表パート②です。各委員会、今年１年の
活動計画を皆さんに説明し、協力をお願いしますので、宜しくお願いします。
さて、今日は暦の上では、
「大暑」です。“大いに暑い”の名前通り、例年、
１年で最も暑さが厳しくなる時期ですが、昨年と違い西日本では大雨警戒レベ
ル５の全員避難指示である大雨が降り続いており、山形でも連日夏とは思えな
い涼しさです。ぜひ、体調管理には充分ご留意下さるよう、お互いに心掛け
ましょう。また、本日23日は、手紙やハガキに親しむ「ふみの日」でもあります。
たまには、メールではなく、花火やスイカなど、夏の風物詩をあしらった手書
きの暑中見舞いを親しい方にしたためてはいかがでしょうか。

神﨑
菊地
浅野
武田
石山
長沢

本日の一言

１．
「ガバナー公式訪問時のスタッフ同行について」ガバナーの同行ということで、鈴木地
区幹事、中村統括副幹事、浅野統括副幹事、石山統括副幹事、菊地地区会計、金田月
信編集長、
鉄月信副編集長、
鈴木崇弘月信編集委員、佐々木啓充月信編集委員が同行
者です。山形は、
大変広ので車の運転には十分注意していただきたいと思います。
２．
「山形イブニングRC創立20周年記念式典」
と
「ゴルフコンペ」の現在の参加人数です
が、
記念式典は、26名の参加申し込み。ゴルフコンペは、
３名の参加申し込みです。
３．
中津ロータリークラブ地区大会訪問ですが、現在
20名の参加申し込みです。
４．
７月27日土曜日に「青少年交換・学友セミナー」が
天童ホテルで行われます。当クラブからは、青山会
長と私と、菊地会長エレクトと、伊藤青少年奉仕委
員長の４名で、出席して参ります。

委員会報告

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2259回例会

ガバナー補佐 ： 小松 幸弘

祐子君
賀治君
裕幸君
秀則君
祐介君
一好君

佐藤

米山功労者表彰、今年度理事に、本日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、途中で帰らせていただきます。
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。

直人 君

テーマ ５年後の自分は？
５年後は64歳です。
健康第一でガンバリます。
本日出席・前回修正出席

本
日
前回修正

会員総数
５６名
５６名

他クラブでメーク （地
アップされた会員 （地

出席義務会員数

区）浅野 裕幸
区）間木野仁美

５３名
鈴木
遠藤

出席会員数
３０名
４６名
崇弘
幸司

髙梨

出 席 率
86.79％

徹也

※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
会報・史料小委員会
委員長

尚、今年度は大久保ガバナー年度で、各種参加行事があります。山形南
ロータリークラブ会員は、
とても良い機会を与えて貰っていると考え、更に
ロータリーについて理解を広げて参ります。

石山

祐介 君

目標・方針
１．
当クラブの例会を記録し、
クラブ会員の記憶に残り後日見直したくなる
ような魅力ある紙面づくりを目指し、また、ガバナー事務所との連携を
しっかりとし、
ガバナー年度としてふさわしい会報にしていきます。
２．
例会の主旨を正確に伝え、各委員会の活動状況などを誰もが把握でき
るよう、読みやすくわかりやすい文面で情報の共有化を図ります。
３．
出席率の向上や会員増強のツールとなるような楽しく、親しみのある会
報を目指します。
掲載内容
[会長挨拶] [幹事報告] [委員会報告] [ニコニコBOX] [記念日]
[当日プログラムの内容報告] [出席報告] [今週・来週のガバナー]

雑誌・広報小委員会
委員長

奥村

健二 君

１．
「ロータリーの友」
は、国際ロータリーの最新情報や国内各地のロータ
リークラブの活動状況の情報が豊富に掲載されているロータリーの情
報誌です。ロータリーを理解する上で特に重要な記事や情報について
は、例会時に会員にお知らせしていきます。
２．
「ガバナー月信」は、RI2800地区のロータリー情報誌です。2019～
2020年度のガバナー月信の編集長・編集委員は、山形南ロータリーク
ラブの会員です。大変ご苦労をかけて紙面づくりをされますので、精読
するよう会員へ情報発信していきます。

会員増強委員会
菊地

賀治 君

① 会員60名体制の早期達成
入会者の無い職業分類の洗い出しを行い、候補者を出して頂き入会勧
誘を行う。
② 胸襟を開いて語り合おう
新入会員の教育は勿論ですが、ロータリー情報・ロータリアンの心構
え等を伝達する。

会員増強・職業分類小委員会
武田

秀則 君

今年度は、大久保ガバナー年度、又50周年を見据え、会員純増４名、60
人体制の会員数を目指す。
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の実施
２．
年度内、上期、下期各１回のお試し例会の実施
３．
2800地区大会10月開催時に、新入会員の紹介有り出来るだけ前半３ヶ
月間に増強を計る
４．
50周年を見据え、会員増強委員一丸となって推進する

ロータリー情報小委員会
委員長

祐子 君

奉仕プロジェクト委員会は５つの小委員会で構成されております。会長方
針であります
「ふるさと・発信・リターン」
を掲げ、全会員が参加できるような
充実した奉仕活動の推進を総勢16名で精一杯努めて参りたいと存じます。
【ニコニコBOX小委員会】 長沢 一好 委員長
皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。
【職業奉仕小委員会】
谷口 義洋 委員長
卓話開催や職場訪問を実施いたします。

【国際奉仕委員会】
稲村 佳宏 委員長
COOL JAPANパート９に向け、鋭意努力いたします。
【青少年奉仕小委員会】
伊藤
誠 委員長
2800地区の活動協力や収穫体験を通し、農業の理解を深める活動を
行います。
１年間どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコ BOX 小委員会
委員長

寺﨑

利彦 君

山形南ロータリークラブは、新旧会員の交流をすすめる。
新しい
（２年未満）
会員には、
ファイアーサイドミーティングの機会を設け、
山形南ロータリークラブの歴史と歩みについて理解を深め、ベテラン会員
の方々に、御指導をいただき、会員相互の連携を計り情報を提供して行き
ます。

長沢

一好 君

クラブ奉仕が、ロータリー根幹と云われて来ました。その中でニコニコ
BOXは奉仕活動の貴重な原資であります。
青山会長の年度重点目標の一つであります
「奉仕活動の強化」
を揚げら
れております。元気なクラブづくりのためにも理解して頂き、全会員の皆様
から積極的にご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

職業奉仕小委員会

会員増強委員会は、会員増強・職業分類小委員会とロータリー情報小委
員会の２つの小委員会で構成され活動してまいります。
青山治右衛門会長のテーマである
「ふるさと・発信・リターン」
のもと、重
点目標にもある様に60名体制の早期達成を目指す事、若年層を育てクラ
ブ活性化を行う為に垣根のない人間関係構築を目指します。

委員長

神﨑

委員長

【社会奉仕小委員会】
木村 政則 委員長
日本ALS協会山形県支部への助成や清掃活動を行います。

青山会長テーマ
「ふるさと・発信・リターン」
に基づいて、
ロータリーの雑誌・
広報に関心を持ち、理解を深めていただくために情報発信をしていきます。

委員長

奉仕プロジェクト委員会

委員長

谷口

義洋 君

方

針
本年度の会長テーマ「ふるさと・発信・リターン」を念頭に、十分に咀嚼
しながら、職業奉仕の理念の理解と実行に取り組んでいきたい。
活動計画
１．
職業奉仕の目的と課題の検証
２．
職業奉仕の理念の理解のための外部講師による卓話開催
（職業奉仕月間である2020年１月21日予定）
３．
職場訪問例会の実施
（スリーエムジャパンプロダクツ㈱山形営業所）

社会奉仕小委員会
委員長
代理人

木村
金森

政則君 君
正耕君 君

社会奉仕小委員会の活動は、山形南ロータリークラブ青山会長の目
標方針（ふるさと・発信・リターン）に沿って、委員の皆様と全員で
活動します。
活動計画
①地区補助金の活用
ALS罹患者支援の一環で、1人でも患者様を運べる担架購入資金として、
地区補助金申請を行います。
②日本ALS協会山形県支部への助成
ALSチャリティーゴルフコンペの実施
９月30日（月）蔵王カントリークラブ（山形北、山形イブニング、天
童東合同）
10月８日（火）に日本ALS協会山形県支部へ支援金の贈呈を行います。
③上山久昌寺洗心庵の清掃及び座禅、写経の実施
５月26日
（火）
に上山洗心庵の清掃を行い、終了後に座禅及び写経を行
います。

