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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

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 熊谷 一幸

第2299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。最 近はめっきり寒く
なってきました。私は体格がよいので、よう
やく寒暖の差が激しく感じられる季節になっ
てまいりました。10月15日の例会には、腰
痛の為に例 会を欠 席してしまい大 変申し訳
ありませんでした。ヘルニア持ちの私が、ぎっ
くり腰とのダブルになると大 変な事になる
と再認 識した 所です。皆 様も腰には十二分
にお気を付け下さい。
昨日は、我が国の、菅 首相の所信表 演説
がありました。菅首相は、大きく８つの重点
項目について表明されています。１.コロナ
対 策と経 済 の 両 立 ２.デジタル 社 会 の 実 現、サプライチェーン
我々の身近な所では、テレワーク等で遠隔地と仕事が出来る事が立
証されました。デジタル社会化がスタンダードとなり、地方移住等
も進めば良いと思います｡３.グリーン社会の実現 本日卓話を頂く、
大場様からも少し話があるかもと思いますが、菅首相はわが国は、
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな
わち2050年カ―ボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指す事を

会長挨拶

幹事報告

鉄

浩二

幹事

１．10/20にファイヤーサイドミーティングを七日町ワシントンホテ
ルにて開催いたしました。入会３年未満の方を対象に伊勢ロータ
リー情報委員長はじめ先輩方からロータリーに関する有意義な情
報を伝授いただき、とても充実したファイヤーサイドミーティングと
なりました。
２．10/26に奉仕プロジェクト委員会をホテルキャッスルにて開催い
たしました。事業が中々推進できない状況下ですが、各委員会で下
期に向け前向きに計画を再構築していただきました。
３．今年度よりオンラインによる例会参加手段を準備しておりますが、
約20名以上の方にメールアドレスをご提供いただいております。ご
提 供 期 限を10月末までとしておりま
すが、今後も随時募集しておりますの
で、ご 希望の方がいらっしゃいました
ら、事務局までメールアドレスのご連
絡をよろしくお願いします。
４．来週11/３は、祝日のため休会となり
ますので、ご注意ください。次の例会
は、11/10キャッスルにて開催いたし
ます。ご出席をよろしくお願いいたし ポール・ハリスフェロー表彰
川合賢助君にピンの贈呈
ます。

2020 10 ／ 27（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」
宣言した。４.活力ある地方を創る ふるさと納税・観光や農 業改
革などにより、地方への人の流れをつくり、地方の所得を増やし、
地方を活性化し、それによって日本経済を浮上させる。としています。
この点は、各都道府県や市町村長の首長の判断が重要だと思います。
我々、山形市の首長もこの様な考えをもっていればと思います。５.
新たな人の流れをつくる ６.安心の社会保障 不妊治療等があげら
れています。大変良い事だと国民の一人として思います。７.東日本
大震災からの復興 災害対策 まだ仮設住宅に居住されている方も
いらっしゃいます。もちろん、日本全国自然災害などで大変な被害
にあっている地区もあります。インフラ整備も大切ですが、早く通
常の生活に戻れるようにして頂きたいと個人的に思います。８.外交
安全保障等を表明されており、我々に身近な部分をクローズアップ
しました。我々国民が、もっと鋭い目で見守り、意見したいものです。
皆 様 に一 件 報 告をさ せ て 頂 きま す。2800地 区 より、2021−
22年度、当クラブに対してガバナー補佐を選出頂きたいとの話が
ありました。この大役を、布施富将パスト会長からお引き受け頂き
ましたので会員皆様にご報告申し上げます。
昨日も２名のコロナ感染者が出ました。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
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本日のゲスト大場様に敬意を表してニコニコいたします。
腰が治りました。大場様卓話宜しくお願いします。
妻の誕生日にお花いただきました。ありがとうございます。
ロータリー財団・米山の寄付お願いいたします。
熊谷一幸君、息子がお世話になっております。

臨時理事会報告 【承認事項】
１．新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインについて最終協議を行
い、承認されました。11/10ボックスに入れ周知を行います。
２．その他について
・例会のオンライン配信設備について、現在、幹事の私物を使用してい
るが、今後も継続的に実施する予定のため、会の備品として購入するこ
とが承認された。今後、
どのような備品が必要か検討を進める。
・例会のオンライン配信のための、
メール送信や会場設営等の業務をど
の委員会が担当するかを協議した。本来であれば、出席委員会が担当
することが妥当であるが、人員配置の関係上会報・史料委員会にお願
いすることで承認された。
クリスマス例会の開催案をご説明い
・土田親睦委員長に出席いただき、
ただきました。土田委員長からはコロナの影響を加味し、今年度は会
員と奥様だけにご案内を限定し、本格的なお料理とワインを楽しんで
いただく形式での開催をしたい旨の説明がされ、承認された。具体的
内容は、今後検討をしていきます。

ゲスト卓話

『地球温暖化対策とパリ協定について』
特定非営利活動法人 環境ネットやまがた
事務局長
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本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５５名

出席義務会員数

出席会員数
３２名

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

◇ 1 1 月の記念日◇
会員誕生日 茨木 寛司
結婚記念日 浅野 裕幸
齋藤 伸治
鉄
浩二
奥様誕生日 佐々木健一
企業創立記念日 堀
是治

君・熊谷 一幸
君・木村 政則
君・武田 浩敬
君・佐々木啓充
君・武田 和夫
君・金子 靖二

君・鈴木 宏之 君
君・金森 正耕 君
君・堀
是治 君
君・稲村 佳宏 君
君
君

