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「伝統承継と変革」

Succession and reformation of traditional

ロータリーは機会の扉を開く
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第2296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
皆 さ ん こ ん に ち は。９ 月15日 か ら、
２週間ぶりの例会 と な り ま し た。最 近
めっきり寒くなっ て 来 ま し た が、シ ル
バーウイーク含め皆様いかがお過ごしで
したでしょうか。山形では29日間感染
者が出ていませんが、GO toキャンペー
ンとシルバーウイークの連休もあり、人
的移動が活発化されコロナ感染者数の増
加を懸念される声が多々あります。山形
にも、多くの観光客が訪れており、感染
リスクが大きく心配ですが経済を回す上
では必要不可欠であります。当クラブにも、観光事業に関連す
るメンバーが多くいます。感染対策を今一度確認頂き、多くの
お客様を呼び込んで感染拡大に注意しながら営業をして頂けれ
ばと思います。
本日のゲストの紹介を致します。本日のゲストは、山形シティ
マラソン実行委員会事務局長の井関滋夫さんです。山形南ロー
タリークラブでも、山形ローターアクトクラブと共に山形まる
ごとマラソンに給水エイド開設で参加を予定していました。コ
ロナの影響で、正規開催ではなくリモートによる開催となり給
水エイド事業は中止を余儀なくされました。後程、井関様から
リモート開催に至った経緯等も含めお話をして頂きたいと思い
ます。
先週、中津ロータリークラブ 末永会長と電話にて近況報告
を兼ねた打合せを行いました。話をした内容は、大きく２点です。
コロナ禍であるが両クラブの行き来をどうするか？両クラブと

会長挨拶

幹事報告

鉄

浩二

幹事

１．９月16日㈬に地区補助金代替事業の企画検討会を関係理事にお
集まりいただき開催しました。
山形まるごとマラソンでの給水所設置事業の代替案として、山形
市立済生館内の病児・病後児保育室等への絵本の寄贈及びお子さん
への読み聞かせ事業を実施することとし山形RAC会員と共同で実
施することを計画することにした。
２．９月27日㈰に開催された国際ロータリー第2800地区ローター
アクト第２回会長幹事会に、菊地会長・丹野青少年委員長が出席を
いたしました。
３．年次計画書上、本日開催することになっていた第３回クラブ協議
会は、順延とさせていただきます。

2020 ９／ 29（火）天気（晴）

司会進行（SAA）
：金田 亮一 君
ロータリーソング：「我等の生業」
も、リモートでのハイブリッド例会を実施している事もあり、
リモートを用いた合同例会を行うの２点になります。当クラブ
も、下期になりますがコロナの状況を見ながら、どこかのポイ
ントで中津さんに伺わなければと考えていました。中津さんも
同様に、来年５月か６月に山形に来形したいと考えていた様で
す。それでは言う事で、中津さんに南クラブから提案させて頂
きました。今年度 南クラブでは、５月に旅行を計画していま
すので、この旅行の計画に合わせ山形と中津の中間地点で落ち
合って合同例会を開催しましょうと提案させて頂きました。中
津RC末永会長からも理解を示して頂き、両会長の中では実施
する方向で話になりました。姉妹クラブの、菊川さんとも相談
させて頂き、皆様に後日報告させて頂ければと思います。両ク
ラブとも、リモートでのハイブリッド例会を行っていますので、
以前からリモートを使った同例会を実施しましょうとなってい
ます。こちらも、是非早い段階で実施したいと考えています。
最近は、コロナで計画していた事業が出来ない等、クラブ運
営でも不具合が生じて来ています。コロナ禍の中でありますが、
コロナに対応した上で各委員会を開催し事業内容もコロナ禍に
対応した内容に軌道修正を行って頂き実行して頂きたいと考え
ています。昼でも夜でも構いませんので、大委員長さんを中心
に各小委員長と委員の皆さんで話をして決定して頂ければと思
います。あくまでも、コロナに対応した委員会開催をお願いし
ます。会長幹事も参加しますのでお声がけ下さい。今週もまた、
コロナ感染拡大を防ぐために、手洗いうがいの励行をお願いし
ます。

委員会報告
ニコニコBOX
青山治右衛門君
熊谷 昌和君
金森 正耕君
金子 靖二君
高梨 和夫君
片岡 佳彦君
長沢 一好君
奥村 健二君

奥村 健二 君
井関様本日の卓話宜しくお願いします。
９月誕生祝いありがとうございました。
井関様宜しくお願いいたします。
井関様宜しくお願いいたします。
井関様宜しくお願いいたします。
妻の誕生日にお花ありがとうございました。
井関様宜しくお願いいたします。
井関様宜しくお願いいたします。

ゲスト卓話

『今年の
まるごとマラソン』
（公財）山形市スポーツ協会

井 関 滋 夫氏

常務 理事

１「山形まるごとマラソン」
（１）沿

革

・幅広い年齢層の健康増進・体力向上

・城下町山形の景観を走るマラソンを通して、山形の魅
力を発信
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このたび開催する「山形まるごとマラソン
2020
ONLINE」は、仮想の山形まるごとマラソンとして開催
します。参加するランナーからは、10月３日㈯から10
月18日㈰までの期間中に専用アプリをインストールし
たスマートフォンを持って、個人ごとに希望の場所・時
間にハーフマラソンの距離（21.0975km）を１回で
走っていただきます。GPSにより距離とタイムが計測
され、最終的に自動集計されます。参加者の定員は
4,000名、参加料は2,000円となります。

5,159
谷川

真理

… ７年連続選出

今年の「第８回山形まるごとマラソン」は、10月４日
㈰の開催を目指して準備をしてきましたが、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止の観点から、ランナーの皆様はじ
めボランティアを含む大勢の大会関係者の皆様や沿道で
ご声援いただく沢山の観客の皆様の安全確保が困難であ
ると判断し、６月11日㈭に実行委員会会長の 佐藤 孝弘
山形市長が次年度への延期の記者会見を行った。

２「山形まるごとマラソン 2020 ONLINE」
について
（１）開催の経緯

これまで全国のランナーの皆様から支えられ、高い評
価をいただいている「山形まるごとマラソン」を何とか

本日出席・前回修正出席
会員総数
５５名

出席義務会員数

出席会員数
３４名

３「山形まるごとマラソン 2020 ONLINE」
関連企画
（１）山形まるごとマラソンPR動画

（２）全国ランニング大会100選（ランネット）
（３）開催延期の経緯

オンライン大会の特徴を生かして、普段は山形市と縁
遠い遠隔地の皆様にも参加いただけると考え、通常大会
の参加賞にほかに完走賞として、山形市の特産品６種類
（パンフレット裏面）の中からお好きなものを一品お送
りする企画となっています。大会に参加いただいた全国
のランナーへ山形市の魅力を発信するとともに、地域経
済等の活性化に少しでも役立てれば幸いです。

回

※第１回第２回はハーフのみ、第３回から 5km 3km、
第６回からファミリー（3km）を新設

本
日
前回修正

（２）ONLINE大会概要

（３）ONLINEならではの特徴

第１回 2013年10月６日㈰山形市総合スポーツセンター Ｓ・Ｇ
回

継続開催し、次回へ繋げていきたいと考え、新しい生活
様式に則った「山形まるごとマラソン
2020
ONLINE」（東北初）を開催することとし、６月11日
㈭の記者会見で同時に発表した。

出 席 率

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

マラソンランナーの川内優輝 選手（元埼玉県職員 現
あいおい損保所属）が、８月７日㈮に山形まるごとマラ
ソンコースを試走して、観光名所の紹介と山形名物の試
食を撮影した動画（【ふれあい癒し編】・【コース徹底
紹介編】）を配信中。

（２）山形まるごとツアーランニングin山形

10月11日㈰「山形市民スポーツフェスタ」の関連イ
ベントとして、2020 ONLINE申込者の県内在住者100
名限定で実施。参加料は無料。密を避けた少人数で時間
差スタートし、交通ルールを遵守して歩道を走行。

（３）山形まるごとツアーランニングin蔵王
10月３日㈯〜４日㈰
蔵王温泉１泊で、特別
ゲストに北京五輪代
表・元日本記録保持者
小林祐梨子さんを迎
え、蔵王に特別コース
を設定して開催。

◇１０月 の 記 念 日 ◇
会員誕生日

丹野 善将
間木野仁美
結婚記念日 大久保章宏
鈴木 政康
寺﨑 利彦
奥様誕生日 三沢
寛
齋藤 伸治
企業創立記念日 奥村 健二

君・菊地 賀治
君
君・青山治右衛門
君・菊地 賀治
君・谷口 義洋
君・山田 雅人
君・谷口 義洋
君・菊地 賀治

君・高梨

英吉 君

君・堀
優一 君
君・奥村 健二 君
君
君・大久保章宏 君
君
君

