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「伝統承継と変革」
Succession and reformation of traditional
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会 長 挨 拶

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：金田　亮一 君
点　鐘：PM 12：30　菊地　賀治 会長 ロータリーソング：「国歌」「四つのテスト」

　皆さんこんにちは。今年度、第１回目の会長
挨拶をさせて頂きます。この度、歴史と伝統あ
る山形南ロータリークラブ第50代会長を拝命
致しました菊地賀治です。クラブ会員の皆様に
深く感謝申し上げますと共に、身に余る光栄と
責任の重さを深く感じ、身の引き締まる思いで
一杯であります。山形南ロータリークラブは、
昭和47年２月２日に設立し、ちょうど50年の節
目を迎えました。初代の渡辺一男会長から、私

が50代目の会長となりますが諸先輩の皆さんが第一歩から歩み始め、
連綿と本日までバトンが引き継がれています。
　これもひとえに、数々の事業の業績が社会から必要な奉仕活動だと認
められて来た証であり、多くの奉仕の扉を開いて来ました。本年度は、
今後、山形南ロータリークラブがどの様にあるべきか？伝統承継と変革を

どう行うのか？　メンバー全員で考えて行きたいと思います。それが、山
形南ロータリークラブの今後の発展につながると確信しております。
　それでは、簡単な自己紹介を一言させて頂きます。私は、昭和41年
生10月生まれの今年54歳になります。JCを卒業して２年後の、2009
年山形南ロータリークラブに入会しロータリー歴は11年です｡スポン
サーは、同学年で鈴木政康君と中村篤君であります。
　本日、姉妹クラブの中津ロータリークラブ末永会長と電話で話をしまし
た。九州各地で甚大な被害をもたらしている豪雨ですが、現在の中津市
の状況は山国川の水量が多くなって来ているが大丈夫との事です。県内
でもコロナウイルス感染者が出ており、一人ひとりが感染予防に対し、
十二分に注意をしなければならない時期だと思います。まだまだコロナ
禍の真っただ中ですが、クラブメンバーの皆様と共に、この難局を乗り
越えて参りたいと思います。今年一年間、皆様の絶大なるご支援　宜し
くお願い致します。

幹 事 報 告 鉄　浩二　幹事

― 会長方針・常任委員会及び小委員会活動発表 ―

ニコニコBOX　奥村　健二 君
菊地　賀治君 会長として１年間宜しくお願いいたします。
鉄　　浩二君 １年間宜しくお願いいたします。
伊勢　和正君 １年間宜しくお願いいたします。
金田　亮一君 １年間宜しくお願いいたします。
河井　直天君 １年間宜しくお願いいたします。

委員会報告

１．今年度の年次計画書をBOXに入れさせていただきました。ご確認お願い申し上げま
す。なお、一部修正がございます。49ページ、年次予定表の中８/４ビアパーティーの
会場ですが、パレスグランデールとなっておりますが、「ホテルキャッスル」での開催で
す。また、12/22のクリスマス例会ですが、ホテルキャッスルとなっておりますが、「パ
レスグランデール」での開催です。大変失礼いたしました。お詫びしますとともに、訂正
をお願いいたします。

その他、誤字脱字等ございましたらご容赦いただき、後に報告書と一緒に製本版を作成
する際に訂正させていただきます。お気づきの点がございましたら、幹事までお申し付
けください。

２．去る６月24日、中津RCへの恒例となっておりますサクランボを10kg郵送いたしまし
た。本間さんにご尽力いただき、素晴らしいサクランボをご準備いただきました。中津
RCより、お礼状もいただいておりますので、ご報告いたします。

３．７月４日㈯予定されていました米山奨学・学友セミナーは、コロナウイルス拡大防止の
ため延期となりました。延期された日程は９月５㈯13：30～会場：天童ホテル　となり
ます。また、７月18日に予定しておりました「青少年交換・学友セミナー」は中止となり
ました。併せて、よろしくお願いいたします。

４．本日、この後、会長方針発表が行われます。その後、委員会活動計画発表が行われます
ので、担当委員長の方よろしくお願いいたします。

５．７月のロータリーレートは　１ドル＝107円となっております。
６．本日例会終了後、第２回クラブ協議会を伊藤三之ガバナー補佐にもご出席いただき、
開催いたします。地下１階、シャトレーヌで開催いたしますので委員長様、ご出席よろし
くお願いいたします。その後、理事会を開催いたしますので理事の方は会場の方にお
残りください。以上となります。

本日より一年間、幹事を務めさせていただきます。不行き届きの点もあるかと思いますが、誠心
誠意務めますので皆様のご指導とご協力、および叱咤激励のほどをよろしくお願いいたします。

第2289回例会 2020-7／7（火）天気（雨）

７月度理事会報告
◆承認事項
１．傷病休会中の会員の年会費については、分担金などの必要経費相当額とする。
２．前期年会費は、115,000円とする。
３．８/４　ビアパーティーについて　会費を3,000円とする。
４．新入会員渡辺　崇君（所属：ホテルキャッスル）の入会を承認する。
５．昨年度末退会をした長谷部成昭さんを名誉会員とすることにした。
６．例会について、リモートによる例会参加の場合でも出席とする。
◆報告事項
１．山形ローターアクトクラブの発足式を８月19日㈬18時30分～　ホテルキャッ
スルにて開催する。

伊藤　三之ガバナー補佐
(山形北RC) からご挨拶を

頂戴いたしました

６月入会の堀　優一君に
会員証の贈呈

米山奨学生チリムゲさん、
イ・ソヨンさんに奨学金の贈呈

親睦活動委員会　土田　貴英 委員長
　７月の誕生日は、土田貴英君、木村政則君、
中村　篤君の３名の方です。おめでとうございます。
●雑誌・広報委員会　谷口義洋委員長から「ロータリーの友」についてのお話をいた
だきました。

浅野　裕幸君 ロータリー財団宜しくお願いします。
中村　　篤君 誕生祝いありがとうございました。
菊川　　明君 １年間宜しくお願いいたします。
土田　貴英君 誕生祝いありがとうございました。
堀　　優一君 本日より宜しくお願いいたします。

武田寿美男君 中長期・理事頑張ります。
武田　秀則君 奉仕プロジェクト頑張ります。
高梨　徹也君 会計宜しくお願いいたします。
奥村　健二君 ニコニコ宜しくお願いいたします。
伊藤　三之様 １年間宜しくお願いいたします。



幹　事
鉄　　浩二 君　

　皆様のお力をお借りしながら一年間仕事させていただきま
す。よろしくお願いいたします。

会　計
高梨　徹也 君　

　しっかり会計を務めさせていただきます。一年間よろしく
お願いいたします。

S.A.A
金田　亮一 君　

重点目標
①例会がスムーズに進行するよう、連携を深めていきます。
②ゲスト、ビジターの来訪を暖かく歓迎し、心地よい例会進

行に努めます。
③食事はバリエーションに富んだ内容をホテル担当者と連携します。
④着席するテーブルが固定化しているので、月に１回は抽選での着席テーブル
を行います。

公共イメージ推進委員会
委員長　河井　直天 君　

史料：山形南ロータリークラブの50年の歴史を辿り、先
人・先輩方々が、その時代の社会を見て、何を感じて、何を

考えて、どのような行動を起こしてこられたかを学び、史料の編纂に着手開始
致します。
会報：地域をはじめとした社会の人びとに、ロータリークラブの活動の主旨
と、取組みへの賛同を広く頂けるようにチャレンジ致します。
雑誌・広報：ロータリークラブの奉仕の理念を体現すべく、活動の輪が広がる
事に寄与できるように取り組みます。

会員増強委員会
委員長　中村　　篤 君　

〈基本方針〉
　クラブ50周年に向けて……

①会員57名体制を達成しよう（クラブ課題のソリューション）
　クラブの伝統承継と変革に向けて……
②胸襟を開いて語り合おう（クラブ会員のコミュニケーション）

奉仕プロジェクト委員会
委員長　武田　秀則 君　

　奉仕プロジェクト委員会今年度目標は、菊地賀治会長の
テーマ「伝統承継と変革」を真摯に受け止め、先輩会員と

新入会員がクラブ活動を通じ、共通の目標に向かえる一翼を担う様、各小委員
会をリードしながら奉仕活動を進めて行きたいと思います。

ロータリー財団・米山奨学委員会
委員長　浅野　裕幸 君　

重点目標
　ロータリー財団
①寄付の種類や意義をご理解していただくための卓話やフォーラムの開催。
②寄付目標　一人　150ドル　の達成を目指します。
③地区補助金の仕組みをご理解いただき、その活動へのご協力をお願いする。
④米山奨学会小委員会との合同フォーラム開催を11月に予定。
　米山奨学会
①米山奨学会へのご理解を深めていただくための卓話やフォーラムの開催。
②寄付目標　一人　15,000円　の達成を目指します。
③当クラブ受入れの米山奨学生からの卓話の機会や会員と交流。
④ロータリー財団小委員会との合同フォーラム開催を11月に予定。

中長期検討委員会
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の委員会です。
　会長テーマ「伝統承継と変革」を念頭に置き、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。

ロータリー情報小委員会
委員長　伊勢　和正 君　

　直近の１～３年以内に入会した新入会員が早くクラブに馴染み、ロータ
リーの良さを味わえるように手助けすることを今年度の最重点に活動をいた
します。

姉妹クラブ小委員会
委員長　菊川　　明 君　

【活動項目】
１．お互いの会長方針のもと、次年度50周年式典の足掛かりをつけるため、
中津ロータリークラブと協議する。

２．新型コロナウイルスの流行の様子をみながら、2021年５月頃、交流会実
施を検討する。

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

５３名
５５名

３３名
４４名 88.00％５０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

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

会長方針会長方針

菊地　賀治 君
山形南ロータリークラブ 第50代会長

楽しく誇りを持てるクラブにするには、胸襟を開き先
輩会員と新人会員がクラブ活動を通じ、共通の目標に

向かい議論を交わす事が、伝統を次世代に承継する楽しく誇りの持
てるクラブにつながる事と信じています。会員のみなさまが感じ思っ
ているロータリーを、様々な方々に発信し伝えていただき一人でも
多くの仲間を作っていきましょう。
2020-21年度　国際ロータリー会長　ボルガ―・クナーク氏
テーマ　「ロータリーは機会の扉を開く」
2020-21年度　第2800地区ガバナー　齋藤榮助氏
方　針　「４つのテイスト」を実践しロータリーの価値をたかめよう！

2020-21年度　山形南ロータリークラブ　
方　針　「伝統承継と変革」
Succession　and　reformation　of　traditional　です。
　50年と言う長年蓄積した歴史と伝統は永遠のものです。この素晴
らしい歴史と伝統を、次世代に承継して行かなければなりません。し
かし、時代にあったほんの少しの変革（エッセンス）を加える事により、
今までの何十倍にも価値や広がりを見せると思います。さあ、全ての
メンバー全員で変革の第一歩を踏み出しましょう！ロータリーに関し
ては、まだまだ理解していない事が多くあります。クラブの事業を通
じて、クラブ会員のみなさまと共にロータリーを理解出来る様に学ん
で行きたいと思います。




