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「伝統承継と変革」

Succession and reformation of traditional

山形南ロータリークラブ会報
RI会長 ： ボルガー・クナーク
会 長 ： 菊地 賀治

2800地区ガバナー ： 齋藤 榮助

幹 事 ： 鉄 浩二

会報・史料委員会

ガバナー補佐 ： 伊藤 三之

委員長 ： 佐々木啓充

委 員 ： 金田 亮一 丹野 善将 鈴木 宏之 斎藤 伸治 那須 尚平 片岡 佳彦 本間 安信 佐々木健一

第2291回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 菊地 賀治 会長

会長挨拶

鉄

浩二 幹事

１．一昨日７/26、山形RACの提唱クラブとして、
第１回ローターアクトクラブ会長幹事会に出席
して参りました。
２．来週８月４日㈫の例会は、ビアパーティを開
催する予定です。場所はホテルキャッスル、時
間は18：30からとなりますので、よろしくお
願いいたします
本日例 会 終了後、臨時 の理 事会を開催いた
７月度理事会で名誉会員が
しますので理事の方はお残りください。

ご承認されました長谷部成昭様

委員会報告
ニコニコBOX
熊谷 昌和君
長沢 一好君
佐藤 直人君
稲村 佳宏君

司会進行（SAA）
：金田 亮一 君
ロータリーソング：「我等の生業」

― 常 任 委 員 会 及び小 委 員 会 活 動 発 表 ―

皆さんこんにちは。本日、山形市に大雨洪
水警報レベル３、土砂災害レベル４に相当する
状況になっています。安全な場所へ避難して下
さいとのアナウンスも入っています。皆様も十
二分にお気を付けて下さい。
本日は２つの話をさせて頂ければと思いま
す。内容は、リモートハイブリッド例会の件と、
山形ローターアクトクラブの件に関してです。
皆様もお気づきかもしれませんが、zoomとい
うリモートシステムを利用した、ハイブリッド例
会のテストを行っています。会長方針にもありましたが、変革の第一弾
がこのリモートハイブリッド例会です。簡単に説明すると、インターネッ
トを利用して行う電話会議の様な物と認識下さい。コロナ禍での例会運
用をどの様にするか？と考えた場合、インターネットでの例会も必須だと
考えています。中津RCも、同様のシステムで例会初日から運用してい
ると伺っています。もちろん主は、例会場で例会を開催する事が前提で
す。会場に来られない方も、インターネット環境があれば参加する事が
可能となります。本日は、鈴木政康パスト会長から、ご無理を言って会
社から例会参加して頂いています。今後は、姉妹クラブ菊川委員長と相
談し、zoomを用いて中津RCとzoom例会（夜の例会）を開催する計
画もありますので、是非、中津の皆さんと親睦をはかって頂きたいと思
います。
二つ目は、山形ローターアクトクラブについてです。昨年９月２日に、
当クラブが提唱クラブとなり、山形西RC・山形東RC・山形中央RC・
山形イブニングRCが共同提唱クラブになり結成しました。第2800地区
内には、RACが２種類存在します。米沢・南陽東・酒田・鶴岡はRCが提唱・

幹事報告

2020  7 ／ 28（火）天気（雨）

奥村 健二 君
１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。

サポートして行っている一般型。東北文教大学は山形RCが提唱・サポー
トを行っていますが、学校側主導で行う学校型。つまり一般型RACが県
都山形に存在しない状況でした。マーク・マロ―ニー前国際会長は、
会長エレクト時代から、今後のロータリーはRACの活動が必要で、ロー
タリーを発展させるためには、RACの若い方々のアイデア、活動の活
発化が、RCの活動に不可欠のものになると話をされています。その思
いを受け、当時の大久保ガバナーは、県都山形市に一般型RAC設立は
如何か？と南クラブそして各クラブに話を行い、今回の提唱クラブ共同
提唱クラブが手をあげて結成認定しました。RACは調べてみますと、青
少年奉仕プログラムの一つで、18歳以上の青年男女が地域社会に、ロー
タリアンと共に様々な奉仕活動や交流を通して親睦を深めながら研鑽を
積んでいくクラブだという事です。RACは、日本だけではなく世界中に
存在します。RACクラブ数 10,904クラブ、会員数 250,792名、
RACがある国 184 ヶ国。RACの活動内容は、活動を一から企画運
営を行い、役割を決め経験を得る事で自分の成長、地域貢献にもつな
がる
「知識・技術」
を身につける事ができます。主な活動として、定例会（月
２回）
・夏季交流会（BBQなど）アクトの日・スポーツ交流・ウインター
交流・全国研修会・清掃活動・ロータリーファミリーとの交流・他県ア
クターとの交流等を行っています。地区内で６番目に結成認定された山
形RACは、米山奨学生を中心として山形市役所からの参加、当クラブ
企業からの参加で、山形RACにメンバーが集まって来ている段階です。
来月８月19日に、山形RAC結成認定状伝達式が、山形市長をお迎
えしホテルキャッスルにて開催します。是非、皆様心当たりの方がいらっ
しゃいましたらお声がけ頂き山形RAC入会を勧めて頂きたくお願い致し
ます。本日も目白押しですので、50年前の山形を割愛し会長あいさつ
を終わります。
谷口 義洋君
伊藤
誠君
松田 勝彦君
金子 靖二君
土田 貴英君
大久保章宏君
鈴木 宏之君
佐々木啓充君
丹野 善将君
長谷部成昭様

１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
米山委員会、母の葬儀ご参列ありがとうございました。
１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
ロータリーアクトクラブ宜しくお願いします。
Go To キャンペーン宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
１年間宜しくお願いします。
名誉会員ありがとうございました。

臨時理事・役員会報告
◆承認事項
１．コロナ禍における例会の在り方について、協議を行い、下記事項が承認された。
・８/４のビアパーティーは開催する。
（コロナ感染拡大状況によっては、中止の場合有）
・ビアパーティーの際、感染予防対策の一環として「お酌を行わないで欲しい」
等のアナウンスを行う。
２．山形RAC運営費の拠出の件について、年間10万円を拠出することが承認された。
３．米山奨学生が山形RACの会員になった場合、会費（１人12,000円／年）を拠出
することが承認された。

常任委員会及び小委員長発表
管理運営委員会
委員長

熊谷

昌和 君

管理運営委員会は所属する「出席」・「親睦活動」・「プロ
グラム」・「姉妹クラブ」委員会と共に、クラブの潤滑な運
営ができるよう、そして菊地会長の重点目標である「伝統承継と変革」を達成
できるよう運営していきたいと思っています。

ニコニコBOX小委員会
委員長

奥村

健二 君

委員長

金子

靖二 君

〈具体的計画〉
機会を見てニコニコボックスの寄付金の意義、使用目的を
会員に周知する。寄附いただいた会員の情報をユーモアを交えて発表する。

職業奉仕小委員会

出席小委員会
委員長

佐藤

直人 君

ロータリークラブの活動の中心となるのがロータリーク
ラブの例会です。ロータリークラブの例会への出席は、
ロータリアンとしての義務でもあります。
例会に出席することにより、会員相互の情報交換と親睦を深めることができま
すし、例会は、自分自身の見識を高める場であり、自己研鑽の場でもあります。

親睦活動小委員会
委員長

土田

貴英 君

本年度の親睦活動方針は会長方針「伝統承継と変革」に
のっとり、明るく楽しい活動にしたいと考えております。

〈活動方針〉
１．コロナに負けない積極的な活動（会員の職業を最大限に活かす）
２．会員・奥様誕生日、結婚記念日の告知、お祝いを月初めの例会時に行ない
ます。
３．会員奥様に喜んでいただく例会活動を目指します。
４．伝統を受け継ぎ、胸襟を開いた環境をつくります。

プログラム小委員会
委員長

長沢

一好 君

今年度菊地会長のテーマは「伝統承継と変革」を掲げら
れました。
我クラブ発足50年目にあたり、もう一度歴史を振り返り良き伝統を承継し、
又変えられるものは変える勇気が必要と考えておられると思います。
会員の卓話も、会長の趣旨に沿って先輩の会員の皆さんと若い会員の皆さん
からロータリーに対する思いや、職業・趣味に関する事を語っていただければ
と思います。又、前年度３月〜６月まで新型コロナウイルスにより休会の為に
準備されたゲストの皆様方からの卓話も考えております。

会報・史料小委員会
委員長

佐々木啓充 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、
クラブの意義や魅力が伝わるような紙面づくりを目指します。
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につながるような、楽しく親しみのある会報を目指します。

職業奉仕小委員会の計画は、菊地賀治会長の方針を踏まえ、
武田秀則大委員長指示のもと活動を実行していきたいと思い

ます。
〈活動計画〉
１．職業奉仕月間の（１/19）例会に新型コロナウイルス感染防止の卓話
担当（鈴木利明委員）→プログラム小委員会と調整
２．職場訪問（移動例会）・観桜会（４/13）の実施
担当（鈴木宏之委員）→親睦活動小委員会と合同例会

社会奉仕小委員会
委員長

石山

祐介 君

委員長

稲村

佳宏 君

委員長

丹野

善将 君

伊藤

誠君

松田

勝彦 君

〈目標・方針〉
１．今年度も例年通り８月15日に開催を予定しておりましたが、コロナウイ
ルスの影響で開催中止となりました。会長テーマの「伝統承継と変革」がま
さに試される年度となります。
２．山形ローターアクトクラブが発足し、若い方々と一緒に社会奉仕活動を行
う機会が整いました。
３．様々な活動を青少年奉仕小委員会などと協力し積極的に開催してまいります。

国際奉仕小委員会

■３月９日㈫
COOL JAPAN 山形を語る part 10（予定）
前年度は、新型コロナウイルスの影響で中止になりました。
今年度は諸外国との交流がままならない状況下で、ゲストに巡り合うことが
出来るか心配です。

青少年小委員会

〈活動計画〉
１．山形ローターアクトクラブの事業を円滑に進めるために、
共同スポンサーの４つのホストクラブとの協議を充実させる。
２．昨年まで行っていた幼児との悪戸いも収穫体験など今後検討する。

ロータリー財団小委員会
委員長

雑誌・広報小委員会
委員長

谷口

義洋 君

2021年度会長テーマ「伝統承継と変革」の実現に寄与す
べく、年間90,000部発行の永遠のベストセラーと言われる
「ロータリーの友」の広報に傾注したい。また会員の「ロータリーの友」に対
する投稿の声掛けも定期的に実施したい。広報については、当クラブの活動内
容を地域に知らしめ、さらなる認識をしてもらえるよう工夫したい。

会員増強・職業分類小委員会
委員長

神﨑

祐子 君

〈活動項目〉
１．会員増強・拡大月間である８月18日㈫の例会時に新関 彌一郎地区会員
増強委員長を月間卓話の講師としてお招きし、今年度の活動に活かします。
２．早期達成のため、早い段階での８月に会員増強例会「おためし例会」を実
施します。
３．未充填職業分類表を作成し、会員に配布します。最低１名の推薦を促します。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５４名
５５名

出席義務会員数
４６名

出席会員数
３２名
３９名

出 席 率
84.78％

他クラブで
メークアップ
された会員

※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

国際ロータリーの活動や地区補助金等の貴重な財源となり
ます。
年間１人当たり150ドルを目標として宜しくお願いします。
１．個人寄付金として、会員より100ドルの寄付をお願いします。
２．会員より50ドルをクラブより一括拠出します。

米山奨学会小委員会
委員長

〈計 画〉
１．会員の皆機に米山奨学会の理解を深めていただく。
２．会員全員米山奨学会への貢献。
地区より一人15,000円の要請がきております。

◇８月 の 記 念 日 ◇
会員誕生日

奥村 健二
稲村 佳宏
武田寿美男
奥様誕生日 土田 貴英
堀
是治
企業創立記念日 河井 直天
武田 和夫

君・高梨 和夫
君・鉄
浩二
君・石山 祐介
君・髙梨 徹也
君・石山 祐介
君・熊谷 昌和
君

君・武田
君・河井
君
君・丹野
君・鈴木
君・伊藤

秀則 君
直天 君
善将 君
利明 君
誠君

