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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）

山形南ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2800

RI会長 ： マーク・ダニエル・マローニー　2800地区ガバナー ： 大久保 章宏　ガバナー補佐 ： 小松 幸弘
会　長 ： 青山 治右衛門　幹　事 ： 佐藤 直人　会報・史料委員会　委員長 ： 石山 祐介
委　員 ： 金田 亮一　　斎藤 伸治　　遠藤 幸司　　鈴木 崇弘　　佐々木啓充

浅野　裕幸 君本
日
の
一
言

テーマ　５年後の自分は？
５年経ってもまだ、48歳。
変わらぬご指導宜しくお願いいたします。

会長挨拶

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：浅野　裕幸 君
点　鐘：PM 12：30　青山 治右衛門 会長 ロータリーソング：「山形南 RC の歌」

　皆さんこんにちは。最初に、大変悲
しいお報せを申し上げます。先程黙祷
してもらいましたが、仲間である斎藤
源七さんが７月27日お亡くなりになり
ました。葬儀は、８月１日午後２時から
セレモニーホール山形で執り行われま
す。会則により、会員ご不幸の場合、
全員の参列になっておりますので、皆

様のご参列をよろしくお願い申し上げます。
　さて、先週７/27㈯大久保ガバナー主催による２回目の行
事、青少年交換、学友セミナーが天童で開催され、山形南
クラブから会長・幹事・青少年奉仕伊藤誠小委員長の３人
で出席して来ました。
　今回のセミナーは2012年以来の開催で、青少年交換プ
ログラムは、世界中で毎年8000人の高校生が参加し、言

葉や文化、習慣の全く異なる外国での生活を通じ、世界理
解と国際親善を深める「民間親善大使」としての大きな役
割が期待されています。
　今回は、５名の帰国学生の報告がありました。全員が女
子高校生で、ブラジル・フランス・アメリカ・ドイツへ派遣され、
それぞれその国で、日本では感じる事が出来ない、いろん
な経験を積んできた報告がありました。その報告を聞き、
大きくたくましく成長して帰ってきた事を大変感じました。
　最初はポルトガル語が解らず、毎日泣いて暮らしておった
が、最後にはポルトガル語学校を一番で卒業したとか、フレ
ンドリーなディスカッションを通じて、積極的に仲間作りに参
加し楽しんだ一年間だったとか、又、体重が10㎏も増えて
帰国したとか、本当に現代の若い女性は頼もしいと云うか、
たくましいと云うか、改めて女性が主役という、新しい時代
に変わったなと感じさせたセミナーでした。

幹 事 報 告 佐藤　直人　幹事

ニコニコBOX　長沢　一好 君
青山治右衛門君　本日で１か月です。ありがとうございます。
佐藤　直人君　本日が最後の委員会発表です。よろしくお願いします。
伊藤　　誠君　本日、活動計画発表させていただきます。
稲村　佳宏君　本日、活動計画発表させていただきます。
土田　貴英君　本日発表、誕生祝いありがとうございました。
髙梨　徹也君　８月20日の納涼例会出席よろしくお願いします。
浅野　裕幸君　本日、地区大会運営委員会宜しくお願いします。

川合　賢助君　本日、活動計画発表させていただきます。
武田　和夫君　米山の集まりでモンゴルに行ってきました。
奥村　健二君　先週発表分ニコニコいたします。
長沢　一好君　本日、地区大会実行委員長として発表させていただきます。
間木野仁美君　本日、活動計画発表させていただきます。

― 常任委員会及び小委員長発表 ―

委員会報告

１．本日は、最後の委員会活動発表です。どうぞよろしくお願いいたします。
２．上期会費納入期限は、７月31日、明日までとなっております。まだの方は、今
日か明日中に必ず銀行振り込みにて納入をお願いいたします。

３．8月１日今週木曜日ですが、10月６日に開催される「山形市内7RC親善ゴル
フコンペ担当者打ち合わせ会」に青山会長と私と金子直前会長、寺﨑バスト
会長の４名で出席して参ります。

４．8月２日今週金曜日に、「金子年度と青山年度の新旧理事役員会の懇親会」が、い
ばら木で開催されます。出欠連絡がまだの方は、今日中連絡をお願いたします。

５．来週８月６日㈫は、ホテルキャッスルにて通常例会です。担当は、会員増強委
員会ですので、よろしくお願いいたします。

第2260回例会 2019-7／30（火）天気（晴れ）

◇８月の記念日◇
会員誕生日　奥村　健二 君・高梨　和夫 君・武田　秀則 君

稲村　佳宏 君・鉄　　浩二 君・武田寿美男 君
石山　祐介 君

奥様誕生日　土田　貴英 君・長谷部成昭 君・宮舘　順治 君
髙梨　徹也 君・丹野　善将 君・堀　　是治 君
土肥　成二 君・石山　祐介 君・柴田　健介 君
鈴木　利明 君

企業創立記念日　熊谷　昌和 君・伊藤　　誠 君・柴田　健介 君
武田　和夫 君
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（山形イブニング）鈴木　正則
（地 区 セ ミ ナ ー）青山治右衛門    佐藤　直人    伊藤　　誠    菊地　賀治

常任委員会及び小委員長発表常任委員会及び小委員長発表

委員長　間木野仁美 君
　10月は米山月間、11月はロータリー財団月間になります。
　例年新そば例会にて、寄付のご協力をいただいておりますが、上期は地区の行
事などで月間活動が難しい状況にあります。
　今年度は早めに活動を開始したいと思っております。
　具体的には７月に個人別の目標リストを作り、配布し、委員会活動を開始します。
11月12日に地区ロータリー財団長谷川憲治委員長の卓話を予定しておりますの
で、この時には目標達成に近い状況でのご報告をしたいと思っております。また11
月26日の新そば例会時には、お礼のご報告ができますように、両小委員長と連携
のもと頑張っていきますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　なお、本年度は当クラブより大久保ガバナーを輩出しておりますので、できるだ
け多くの寄付をお願いいたします。
　具体的な活動の詳細は、各小委員会にてご覧ください。

ロータリー財団・米山奨学委員会

委員長　稲村　佳宏 君
■２月18日（火）予定（２月は平和と紛争予防・紛争解決月間）
　COOL　JAPAN　山形を語るPart９
　「RIテーマ」ロータリーは世界をつなぐ
   山形在住の外国人をゲストにお迎えして、いろんな質問をしながらお 
   話をしていただくコーナーです。国際交流の一翼になれば幸いです。
■会長の重点目標
 「例会の充実」を委員会の充実に…
　委員会を開催し意見交換しながら委員会の活性化に努めたい。

国際奉仕小委員会

委員長　伊藤　　誠 君
　　青少年奉仕小委員会の活動方針は、ガバナー、山形南RC青山会長の目

標・方針に沿って委員会全員で活動いたします。
活動方針
　　我々ロータリアンが、次世代の若者を育成するという大切な役割を担って

おり、青少年育成は、ロータリー活動の根幹だと思います。
　　第25回日本青少年交換研究会・山形会議（天童ホテル）がありますの

で、活動に協力して参ります。
活動計画
　１．2800地区青少年奉仕部門のプログラムへの協力をしていきます。
　２．10月26日（土）伝統野菜悪戸芋掘り収穫体験を開催予定。
　　　昨年同様、嶋ほいくえん園児・保護者を対象に収穫体験や講話を通

し、食を支える農業の理解促進を図る。
　３．2020年５月16日（土）、17日（日）第25回日本青少年交換研究会・山形会議に協力します。

青少年奉仕小委員会

委員長　武田寿美男 君
方　針
　　この委員会は、山形南ロータリークラブが、より良いクラブである為に中長

期の方向性を検討し、クラブ理事会、各委員会に提案する為に四年前に作ら
れた委員会です。会長テーマ「ふるさと・発信・リターン」を念頭に、各委員会
の皆様方に協力していただき、活動していきます。

計　画
　〇会員の総意を知る為のアンケートの実施
　〇大久保ガバナーへのサポート強化　　〇50周年に向けての体制整備
　〇姉妹クラブとの今後の交流のあり方　〇社会奉仕、青少年奉仕活動の提案
付　記　我がクラブここ最近の変化
①2019～2020年度のガバナー輩出に伴い、地区委員出向が例年２～３名か

ら28名に増え、地区運営や地区行事参加が大幅に増えている。
②定款・細則が2017年７月に改訂になり例会数が(～2017年度まで)45～47

回から、2017～2018、2018～2019年度は40～36回と減少した。
③創立50周年が２年後となり2017～2018、2018～2019年度の50周年事

業積立金の予算が70万円（それまでは30万円）と増えた。

中長期検討委員会
委員長　土田　貴英 君

　今年度は、年１人150ドルの寄付を集める活動を先導・調整します。またポリオ
撲滅の為１人10ドルの目標を設定いたします。
　寄付達成の為50ドルは会費より充当します。100ドルに関してはロータリー財団
月間中にロータリー財団の意義を理解していただき、集金を行いたいと思います。
　今年もポリオプラス基金は１人10ドルですので宜しくお願い致します。
　世界的なポリオ撲滅や識字率向上の為の重要な活動ですので皆様の理解とご
協力をお願い致します。

ロータリー財団小委員会

委員長　川合　賢助 君
　ロータリー米山記念奨学事業を支援するために１人15,000円の地区目標を達
成する。具体的な活動としては下記の通りです。
　ロータリー財団と米山奨学委員会と一緒に協力の上活動して参ります。
活動計画
１．７月　個人目標リストを作成。
２．７月　申込書作成　(寄付のお願い)
※ ロータリー財団…１人150ドル（個人負担100ドル ニコニコから補助50ドル）
※ 米山奨学金…１人15,000円（個人負担10,000円　ニコニコから補助上期2500

円下期2500円）
３． ８月 お願い状と併せ、寄付の申込書を配布と同時に寄付活動開始。（納涼例会や、

各例会時に、寄付金のお願い小委員会のメンバーより会員の皆様へお願い）
４．11／12 ロータリー財団長谷川憲治委員長訪問時に進捗発表。
　 目標不足額を全員に報告の上、残りの寄付をお願いをする。
５．11／26新そば例会
６．11／26新そば例会で皆さんへ米山奨学金、ロータリー財団の寄付合計額の報告。
　米山奨学生はコウシンさんです。
　女性、中国出身、東北芸術工科大学、修士課程
　2020年３月31日までの期間となっています。
　米山奨学カウンセラーは谷口義洋さんです。

米山奨学会小委員会

委員長　長沢　一好 君
　大久保章宏ガバナーが７月よりスタート致します。
　我山形南ロータリークラブと致しましても、2008～2009年度の武田和夫パ
ストガバナー依頼11年目であります。当時、活躍されたメンバーも世代交代が
進んでおるのが現状であります。只、若い会員の皆さんが一丸となって地区大
会を盛り上げ様と現在先輩会員より指導頂いて進めているところであります。
　現在での地区大会計画の概要についてご説明申し上げます。
　第１日目、10月19日（土）午後１時よりRI会長代理をお迎えしての第１回本
会議及び指導者研修セミナーを山形市民会館大ホールにて開催。その後、
午後６時よりホテルキャッスルにてRI会長代理歓迎晩餐会を執り行います。
　第２日目、地区大会のメインイベントであります。会場は山形市民会館ホール。第
２回本会議、又、記念講演会は大久保ガバナー自ら講演要請された米山親善大使。
中国上海市でご活躍されておられる弁護士姫軍（ジジュン）さんであります。豊富な
経験から中国での日本企業をサポートされておられるお話が聞けると思われます。
　懇親会は、会場をパレスグランデールに移して皆様に喜んで頂ける様ス
タッフ全員で知恵を出して「想い出に残る懇親会」をモットーに企画してお
りますので、多くのロータリアンの参加を心よりお待ち致しております。

地区大会実行委員会

委員長　谷口　義洋 君
　昨年までの韓国からの米山奨学生イ・ジェムン君に引き続き、中国からの米山
奨学生コウ・シンさんのカウンセラーをしております。月に１度くらい自宅に呼ん
で食事をしたり、文化について話したりしております。よろしくお願いいたします。

米山奨学生カウンセラー


