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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
「なぜ点鐘か」
皆さんこんにちは。早くも、会長就
任から１ヶ月になります。まだ無我夢
中で、改めてロータリーについての「何
故」が い っ ぱ い あ り ま す。例 え ば、
例会の始まりと終わりに決まって何故
「鐘」を 叩くのでしょうか。当 たり前
と思っていた、この古くからのロータ
リーの仕来りについて、自分なりに「な
ぜ、そうなのか」と問いてみました。
先ず、ロータリーは米国からスタートし欧州に広まった事
に関係し、アメリカやヨーロッパの風習に添ったものだか
らだと思います。ヨーロッパでは中世以来どこの街やお
城にも大きな高い鐘楼があり、その鐘の音が届くところ
がその領地であり、ここに住む農民にとっては領主によっ
て平和と安全が守られていました。又、大きな鐘の音は
天から降って来て、この澄んだ音は神の声で神聖なもの

会長挨拶

幹事報告

佐藤

直人 幹事

１．
先週８月１日の齋藤源七様のご葬儀には、
たくさんの会員の皆さまよ
り参列をいただきました。ありがとうございました。
２．
本日、18：30より紅花僂にて奉仕プロジェクト委員会が開催されま
す。よろしくお願いいたします。
３．
来週８月13日㈫は、お盆休みの為、定款に基づき休会です。通常例会
はございません。
８月20日㈫は、18：30から、
ここホテルキャッスルに
て「納涼例会」があります。
４．
8月のロータリーレートは、108円でございます。

佐々木啓充

2019 -８／６（火）天気（晴れ）

司会進行（SAA）
：浅野 裕幸 君
ロータリーソング：「国歌」
「四つのテスト」
と考えられ、教会で儀式に使われ、鐘は修道院でだけ作
ることが許されました。
その他、議会での点鐘では議事の進行を司り、議会の
始まりと終わりに鐘を鳴らします。その間に決められた議
案は、議会が保証することを意味し、鐘を叩く権利を持っ
ているのは最高権 力者である領 主であり、市長・議長・
裁判長でした。ロータリーでは毎回、点鐘は会長が行い、
会長以外は叩けません。もし、会長以外の人が点鐘をや
ろうとすれば、SAAが武 力でこれを阻 止します。
（SAA
とはSergeant at Arms武 装した軍曹、日本 語訳にする
と会場監 督の事。）それ程 点 鐘は権 威のあるもので、会
長が例会の始まりと終わりに点鐘するのは、例会 会場と
出席した会員を鐘の音で浄めて、神聖なものにする為で、
スタートから終了の間に行われた事・決められた事、全て
会長が責任を持つことを意味します。中世以来のしきた
りがここに生きているのだと思います。
これが、ロータリーの規律です。

委員会報告
親睦活動委員会 丹野 善将 君
８月の誕生祝は、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、石山祐介君の７名の方で
す。おめでとうございます。

ポールハリスフェロー表彰
菊地 賀治 君

本日の一言

ニコニコBOX 長沢 一好 君
青山治右衛門君 青山年度が１か月過ぎました。
佐藤 直人君 本日、例会終了後理事会です。よろしくお願いします。
菊地 賀治君 ポールハリスフェローいただきました。
金森 正耕君 本日は広島の原爆記念日です。戦争というものを考えたいものです。
稲村 佳宏君 誕生祝いありがとうございました。
武田 秀則君 誕生祝いありがとうございます。本日会員増強の卓話
担当いたします。
奥村 健二君 62歳になりました。誕生祝いありがとうございました。
石山 祐介君 誕生祝いありがとうございました。
浅野 裕幸君 先週、妻の誕生日にお花が届きました。ありがとうございました。
武田寿美男君 誕生祝いありがとうございました。
長沢 一好君 本日はたくさんの方のニコニコありがとうございました。

委員長 ： 石山 祐介

鈴木 崇弘

第2261回例会

ガバナー補佐 ： 小松 幸弘

菊地

米山奨学生コウ・シンさんに
奨学金の贈呈

賀治 君

テーマ ５年後の自分は？
５年後なんて考えられません。
来年頑張らせて下さい。

会員増強月間卓話

会員増強フォーラム
会員増強小委員長

武

８月は会員増強月間でございます。８月31日（金）は
地区の会員増強セミナーが天童ホテルで開催されます。

田

秀

則

君

したいものであります。
会員増強勧誘には、それなりの努力と熱意が必要であ

会員増強は、クラブの活性化・クラブ継続のためにも必

ります。推薦できる方を２～３名目星をつけて勧誘したい

要不可欠な青山会長の重点課題でもあります。10月19

と思います。

日・20日の大 久保ガバナー年度 地区 大 会には、新入会

本日は、大宮西RCの会員増強事例をビデオでお見せし

員の紹介を檀上で行う予定で最低でも各クラブ１名増員

たいと思います。大宮西RCは創立50周年を迎える３年

を呼び掛けております。当クラブも最低２名増員したい

前、42名の会員から113名へ増員したクラブです。是非

ものです。当クラブ50周年までには、60名体制を目指

参考にしてください。

３本の矢でロータリーの魅力を PR
１人の会員から始まった増強物語
彼は、元 気のいい活力あふれるクラブにするため「１

それがきっかけとなり入会した人もいるほどです。この
強みをアピールするとともに、若手の勧誘をするとき、

人 が１人の 増 強」を提 案し、42人 から84人へ の 倍 増、

ロータリーの理念の説明とともに、ロータリーは異業種

さらに新会員からの紹介で126人へ３倍増する計画を立

の集まりで経営の勉強になることもPR。また、親睦と奉

てました。彼の経営感覚から、増強しようの掛け声だけ

仕を重ね信頼関係が生まれてくる中でビジネスチャンス

では誰も動かないことを知っていましたが、例会のたび

も広がるメリットもアピールしました。仕事の話はロー

に壇上に立って会員に増強を強く何度も呼び掛けました。

タリーの中では長らくタブー視されていましたが、この

自らも積極的に行動し、熱心に勧誘しました。業種にと

殻を破って、相互扶助というロータリー草創期の原点に

らわれることなく30 ～ 40代の若手経営者を積極的に開

戻って会員の事業上の利益増大、ビジネスチャンスの利

拓し、声を掛けていきました。増強に成功した会員には

点を打ち出しました。ロータリー活動の両輪である親睦

最終例会で増強賞を贈りました。

と奉仕に、事業上の利益増大を加えて、力強い３本の矢

大宮西RCの特 徴の一つは、通常の例会以外に、年数

でロータリーの魅力を訴えました。この入会への動機付

回の新会員歓迎夜間例会、クリスマス例会、親睦一泊旅

けと熱心なアプローチは継続して実施され、３年後の

行、新年例会、各奉仕行事業後の懇親会など、親睦を深

2013年のクラブ50周年時には85人と倍増し、さらに

められる機会がたくさんあることです。クラブのゴルフ会

４年後の現在は113人と、３倍増まであと少しのところ

には、会員以外のゴルフ好きオブザーバーの参加も認め、

まできています。

８月度理事会報告
◆理事会承認事項
１．新入会員（河合直天・カワイ ナオタケ）職業分類：電気製品組み立て・配線業
２．木村政則会員 病気療養中の為、出席規程の適用を免除（定款第12条・第３節の（ａ））
３．18才から30才までの青年によって構成される山形市内のローターアクト
クラブ設立を承認ローターアクトクラブの予算（10万円）を承認
※スケジュール ８月９日に山形市内7RCへ概略説明。９月10日にRIへ設立申請。
10月の地区大会で、認証式。
４．
「山形米山学友会賛助会員募集」を山形南RC米山奨学会委員会が、募集を
することを承認。賛助会費：2,000円／１人
５．米山奨学生「サブ世話クラブ」を承認。
ムン・ギョルさん・韓国・女性・山形大学修士課程２年生・世話クラブ・
山形イブニングRC大竹隆カウンセラー・年２回程度の山形南RCの例会出席。
◆報告事項
１．7月29日に金子年度から青山年度への会計の引継ぎ会がありました。
一般会計繰越金 24,619円、ニコニコBOX会計繰越金 55,322円、
50周年事業積立金 1,300,000円、
大久保ガバナー事務所貸付金 2,901,050円。

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
メークアップ （山形東）土肥
された会員

出席義務会員数
５２名
成二

遠藤

出席会員数
２６名
４４名

出 席 率

幸司

和正

伊勢

84.62％

※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

