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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

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：浅野　裕幸 君
点　鐘：PM 18：30　青山 治右衛門 会長 ロータリーソング：「山形南 RC の歌」

第2270回例会 2019 -10／29（火）天気（曇り）

会長挨拶
　皆さんこんばんは。本日は、地区大会の
慰労会です。今回の地区大会は、皆様から
の絶大な協力のお陰で大成功裡に終了しま
した。参加した全ロータリアンに大きな感
動を与えることができました。私自身、ホス
トクラブの会長として、このイベントに加わ
ることができた事は本当に幸せです。さて、
先程、大久保ガバナー、小松ガバナー補佐、

次年度会長、幹事も同席し会長幹事会が開催され、ガバナーより公
式訪問の苦労話とか、又、忌憚のない意見交換もあり、今後のクラ
ブ運営に大変有意義な会合であったと思います。地区49クラブへ
のガバナー公式訪問がすべて終わりました。７月から連日の公式訪

問ご苦労様でした。また、19日、20日行われました地区大会では、
大久保ガバナーのロータリーに懸ける本当に熱い想いが最高に表現
された大会であった事は、全国のガバナー・パストガバナー・中津ロー
タリークラブの皆様・県内各地のロータリアンにも充分理解された
のではないでしょうか。それにつけても、地区へ出向されたスタッ
フの与えられた持場での並々ならない素晴らしい活躍があったから
こそと思います。また、陰から協力支援してくれた南クラブの仲間
の力が大きな支えとなった事も、忘れる事は出来ません。ここに改
めて、皆様の絶大なご協力に、心から厚く御礼と感謝を申し上げま
す。本当に有難うございました。
　最後にお忙しいところ小松ガバナー補佐にもお出でいただいてお
ります。有難うございました。今日は、楽しく盛り上がりましょう。

幹 事 報 告 佐藤　直人 幹事

― ガバナー公式訪問例会／地区大会慰労会 ―

１．先日の10月26日㈯に、金井こども園の園児たちと悪戸いもの収
穫体験を行いました。青少年奉仕事業として、クラブからは16名の
方から参加をしていただきました。里いも収穫後にみんなで悪戸い
もの芋煮をいただきまして、「大変おいしかった」と金井こども園の
園児ご父兄からは、大変喜んでいただきまして、大変有意義な奉仕
活動となりました。ありがとうございました。

２．来週11月５日㈫の例会は、ここホテルキャッスルにて通常例会です。
ゲストは、山形商業高等学校・産業調査部・通称産調ガールズ顧問
の伊藤広幸先生です。担当はプログラム委員会です。宜しくお願い
いたします。

３．今年もあと２ヶ月となりました。クラブの予定も大きい行事としま
しては、11月８日・９日の中津RC地区大会への訪問と12月には、
年次総会とクリスマス家族会があります。どうぞよろしくお願いいた
します。

ニコニコBOX　長沢　一好 君
長沢　一好君　地区大会ご協力ありがとうございました。
鈴木　政康君　地区大会ご協力ありがとうございました。
青山治右衛門君　地区大会ご協力ありがとうございました。
武田　秀則君　地区大会ご協力ありがとうございました。
谷口　義洋君　地区大会ご協力ありがとうございました。

石山　祐介君　地区大会ご協力ありがとうございました。
武田寿美男君　地区大会ご協力ありがとうございました。
浅野　裕幸君　地区大会ご協力ありがとうございました。
高梨　和夫君　地区大会成功おめでとう。
佐藤　直人君　悪戸芋収穫体験ありがとうございました。
稲村　佳宏君　地区青少年担当で全国大会２つあります。クールジャパンもあります。頑張ります。
菊川　　明君　素晴らしい地区大会でした。
菊地　賀治君　地区の会計をしております。頑張ります。
熊谷　昌和君　湯殿山神社の木遣りを披露させていただきました。
武田　和夫君　地区大会スッキリしてよかった。
鉄　　浩二君　ガバナー公式訪問同行させていただき勉強になりました。
金子　靖二君　地区大会お疲れ様でした。
鈴木　正則君　地区大会でのソングリーダー感動しました。
宮館　順治君　姉妹クラブ交流会盛り上がりました。ありがとうございました。
中村　　篤君　地区大会ご協力ありがとうございました。
本間　安信君　エスカ―ションお手伝いさせていただきました。
丹野　善将君　地区大会お疲れ様でした。
松田　勝彦君　地区大会成功おめでとうございます。
奥村　健二君　きらやか銀行ゴルフコンペで頭取賞獲りました。
土肥　成二君　悪戸芋おいしかったです。
金田　亮一君　地区大会成功おめでとうございます。
齋藤　伸治君　地区大会勉強になりました。　
佐々木啓充君　ガバナー公式訪問同行させていただき勉強になりました。
佐々木健一君　地区大会勉強になりました。
鈴木　崇弘君　地区大会勉強になりました。
河井　直天君　体をはったボランティアお願いします。これからもよ

ろしくお願いします。
大久保章宏君　地区大会、無事に終わりました。ありがとうございました。

小松ガバナー補佐ごあいさつ

委員会報告



ガバナー公式訪問卓話

元気なクラブづくりのために
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　　クラブに、地域社会に、世界に、次世代の為に

　皆さまこんばんは。本日は宜しくお願いします。最初に、
今年１月にSan Diegoで開催されました国際協議会の映像
を皆様に見て頂きたく、吹き替えの動画を作成しました。内
容は、マロ―ニーRI会長が、年度テーマを発表する場面です。
是非皆様方にも国際協議会の雰囲気を味わって頂きたいと
思います。

【ガバナーの役割】　
　MYROTARYには「クラブは、優れたリーダーシップと決
定力をもつガバナーからの指導と支援を頼りにしています。ガ
バナーは、奉仕プロジェクトやロータリーのさまざまなプログ
ラムへの参加を奨励しながら、クラブのモチベーションを高め
るという大切な役割を果たします。」とあります。RIの役員で
あり、クラブが活性化、発展するようにお手伝い、支援を行
う役目があります。あくまでも「サポート」であります。主体
はクラブにあります。

【ガバナー公式訪問の目的】 
　ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各RCを以下
のような目的をもって訪問するものと定義されています。　
〇 重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる。　
〇 弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う。
〇 ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる。
〇 地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰する。
とあります。ロータリーに対する理解を深め、会員増強、奉
仕プロジェクト、ロータリー財団支援、米山奨学会支援、次
世代リーダーの育成等を奨励し、意欲を喚起する事が本日の
目的です。

【RI会長メッセージ】
　動画の中で発表されていましたが、今年のRIテーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」です。ロータリーの礎は「つながり」
です。ほかに類を見ない「つながり」があります。
強調事項は
〇 ロータリーを成長させること
〇 家族
〇 ロータリーリーダーと仕事の共存
〇 国連とのパートナーシップ
革新性と柔軟性が大切です。変えてよいこと、変えてはいけ
ないことを判断し、クラブが活性化し、会員増強され、次世
代のリーダー育成につながれば、第一段階の目的は達成され
ると思います。会員の「つながり」、地域との「つながり」、
世界との「つながり」、「つながり」を大切にしましょう。

【ロータリー賞にチャレンジする意味】
　RIテーマに対して、クラブがチャレンジする目標としての課

題提示が、ロータリー賞です。ロータリー賞を取る事が目的
ではありません。一つの手段として、クラブがチャレンジする
項目が提示されています。クラブで判断され、チャレンジす
ることも新たな成長につながるのではないでしょうか。強制で
はありませんが、是非チャレンジしてください。お願いします。

【基本理念】
　元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」の苗木を植
えましょう　クラブに、地域社会に、世界に、次世代の為に
を掲げました。クラブを成長させるためには、何か一つの新た
な挑戦が必要と考えています。その為にはクラブにどの様な
問題があるのか、会員はどの様な意識を持っているのかを全
員で意見交換して頂き、問題点を見つけ出してみましょう。結
果に対して行動方針に沿って、全会員で活動しては如何です
か。最初は小さな「ロータリーの木」の苗木ですが、将来は
大きな木に成長するでしょう。どの様な大きな木になるかは、
育て方により異なります。その為に「ロータリーの木」の苗
木としました。ガバナーとして本来なら自分の年度で結果を求
め、確認する事が一番大切と思いますが、「ロータリーの木」
の苗木が大きく育つには時間が掛かります。結果は私の年度
に出ない事が予想されます。それでも成長続ければ私は良い
と考えています。是非、会員皆様方で「ロータリーの木」の
苗木を植えて下さい。お願いします。

【基本方針】
　元気なクラブづくりのために　「一歩前に踏み出しましょう」
を掲げました。革新性と柔軟性が大切です。変えてよいこと、
変えてはいけないことを判断し、全会員で一歩前に踏み出し
ましょう。その結果、不都合が生じればもう一度戻って、全会
員で考えなおしてみれば良いと思います。一歩踏み出す勇気
が必要です。クラブ活性化のために、全会員一致団結して一
歩前に踏み出しましょう。結果クラブが活性化し、地区が活
性化し、会員増強に、公共イメージ向上につながっていくこと
と思っています。

【全国大会】
　最後になりますが、私の年度でロータリーの全国会議、全
国研究会の行事が年度末に２つあります。2020年４月25日
開催予定の「全国インターアクト研究会」（山形市テルサ）、
2020年５月16日～ 17日開催予定の「青少年交換全国会議
　山形大会」（天童温泉、天童市民文化会館）にて開催予定
で準備を進めています。どちらも青少年奉仕関係です。全ク
ラブの参加をお願いします。全国大会は2800地区で開催は
初めてです。皆様方のご協力宜しくお願いします。

　　　2019－2020年度ガバナー　　大久保　章　宏 氏（山形南RC）
国際ロータリー第2800地区
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乾杯
長沢一好

地区大会実行委員長

中締め
菊地賀治

会長エレクト

進    行
親睦活動委員長　高梨　徹也 君



本日出席・前回修正出席
会員総数

本　　日
前回修正

出席義務会員数 出席会員数 出 席 率

他クラブで
メークアップ
された会員

５７名
５７名

３４名
４５名 86.54％５２名

※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

◇1 1 月の記念日◇

会員誕生日　茨木　寛司 君・鈴木　宏之君
結婚記念日　浅野　裕幸 君・木村　政則 君・金森　正耕 君
　　　　　　齋藤　伸治 君・武田　浩敬 君・堀　　是治 君
　　　　　　鉄　　浩二 君・佐々木啓充 君・稲村　佳宏 君
奥様誕生日　佐々木健一 君・武田　和夫 君
企業創立記念日　堀　　是治 君・金子　靖二 君・長谷部成昭 君

（福島地区大会） 武田　和夫　  大久保章宏

悪戸いも収穫体験悪戸いも収穫体験悪戸いも収穫体験
青少年奉仕委員長　伊藤　　誠 君

　10月26日（土）午前10時30分から金井こども園園児と山形市村木沢あじさい営農組合の圃場で収穫体験の
予定でしたが、前日の雨で圃場の状態が悪いためビニールハウスの中で収穫体験を行いました。あじさい営農組
合の方の指導で親芋に沢山くっついた塊を上から投げ下ろすと小芋、孫芋、小頭がバラバラになり一生懸命親子
で楽しく収穫しました。そのあと11時からあじさい交流館に移動し、食育ネットワークの３名の方から伝統野菜
の紹介や食の大切さなどクイズ形式で勉強させていただきました。11時30分から参加者で芋煮と新米の塩おに
ぎりをおいしくいただきました。
　参加者は会員16名、園児と父母、先生など31名、あじさい営農組合、ネットワークの方８名の計55名でした。


