2021-22 年度 山形南ロータリークラブ会長方針

「50周年の誓い 人をつなぐ 時代をつなぐ
ロータリーで人生に潤いを」
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ニコニコBOX 土田 貴英 委員長

今年度会長エレクトです。中村会長おめでとうございます。
妻の誕生日プレゼントありがとうございました。
幹事に就任いたしました。1年間宜しくお願いいたします。
副会長に就任いたしました。よろしくお願いします。

代えがたい。」ロータリアンとして、これからも大切にしていきたい
言葉です。今は、リモート形式などのスマートさが推奨されていま
すが、対面でのリアルな形も大切にしたいものであります。
また、今年度はクラブ創立50周年を迎えるということで、私の会
長あいさつの中で南RCが生まれた昭和47年から世の中の歴史を
さかのぼる「シリーズあの年プレイバック」のコーナーを始めます。
今日は、昭和47年(1972年)です。この年の私が選んだ５つのト
ピックスを紹介させていただきます。
1．パンダ（カンカン、ランラン）の来日
2．車の初心者マークの義務付け
3．銀行キャッシュカードの登場
4．写真撮影時の「ピース」ポーズの流行
5．外国人力士初となる「高見山の初優勝」
昭和47年は、このような年でありました。何か、現在当たり前に
なっているものの始まりの年という印象がします。

委員会報告

幹事

河井でございます。
今年度、幹事を仰せつかる事になりました。これより１年間、中村会長を支え、
また中村会長の方針の下、会員の皆様方が
「つなぐ」
「潤い」
を享受できますよう、円
滑なクラブ運営を心がけて参ります。皆様方のご指導とご支援のほど、宜しくお願
い申し上げます。
１．セミナー参加報告：
「米山奨学・学友セミナー」に７月３日㈯に開催されました。
当クラブからは、１名、私・幹事がリモートで参加致しました。会場には、大
久保パストガバナーが米山奨学会理事として、ご出席なされました。
２．昨日、皆様にFAXにて、７月27日㈫のうなぎ祭り例会をご案内させて頂きま
した出欠のご返信を７月19日㈪迄にご提出をお願い致します。
３．山形市内７RCの会長・幹事会、並びに、幹事会が６月に開催され、参加して
参りました。
①10月３日㈰開催予定の７RC親善ゴルフについて、詳細内容の検討を、８
月に予定の第２回７RC幹事会にて行い、決定させて頂きます。
②コロナ感染症に対する、クラブの運営対策の共通ガイドラインの検討を開
始ました。つきましては、７RC共通のガイドラインを、近日中にお知ら
せできるように致します。
４．この例会の終了後に、理事会が引続きございますので、理事・役員の方は、そ
のままお残り下さい。
熊谷 昌和君
鉄
浩二君
河井 直天君
浅野 裕幸君

ガバナー補佐 ： 布施

− 会長方針・常任委員会及び小委員会活動発表 −

皆さん、こんにちは。今年度、山形南ロー
タリークラブ第51代会長を拝命いたしまし
た中村篤です。長い伝統と格式あるクラブ
であるとともに、今年度はクラブ創立50周
年という節目にあたり、私自身大きなプレッ
シャーを感じ、身の引きしまる思いで一杯
です。これから１年間、会員みなさまの深い
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
さ て、昨 年 来 のコロ ナ 禍 の 社 会 の 中 、
「ディスタンス(距離をとる)」ということが優先され、会合など人
の集まることのあり方が問われる世の中です。まさにロータリーク
ラブの意義(あり方)に通じることであると思います。今日はここで、
ロータリーに関するこんな言葉を１つご紹介させていただきます。
「ロータリーでの人との出会い、つながりは人生の生きる力、励み
になる。親睦や奉仕によって心が通い合う心地良さは、何ものにも

幹事報告

信哉

親睦活動委員会 渡辺 崇 君
７月の誕生日は、土田貴英君、木村政則君、中村
３名の方です。おめでとうございます。

篤君の

７月度理事会報告
◆承認事項
１．上期会費は、115,000円とする。
２．８月３日㈫夏祭り例会について、会費は3,000円とする。会員限定での参加、
家族参加はなし。
３．寄付企画：ALSチャリティー抽選会の企画を承認
①抽選会の景品はクラブ会員企業より手配する。
②寄付金の収集方式：抽選当選者より、1,000円頂く。
補足：クラブ内企画である「ALSチャリティーゴルフコンペは終結しました。
」
４．６月に、山形市内７RCの幹事会が開催されました。コロナ感染症へのクラ
ブ運営 ７RC統一ガイドラインを策定しました。
①山形県または山形市が、警戒レベル５： 休会
②山形県または山形市が、警戒レベル４： 飲食中止
５．第２回クラブ協議会の開催については、
「例会」を以って変えさせて頂く。

長沢 一好君 中長期検討委員会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。
丹野 善将君 米山財団宜しくお願いいたします。
本間 安信君 会計担当です。よろしくお願いします。

大久保章宏君
佐々木啓充君
松田 勝彦君
奥村 健二君

50周年式典でご協力をお願いいたします。
副幹事に就任いたしました。頑張ります。
親睦活動委員会宜しくお願いします。
今年のニコニコBOXがんばってください。

会長方針
山形南ロータリークラ ブ第51代会長

中村

篤君

テーマ
「50周年の誓い 人をつなぐ 時代をつなぐ ロータリーで人生に潤いを」
今年度、次の３つのキーワードを大切にクラブ運営をすすめてま
いります。
1.「つなぐ」…会員増強による新たなメンバーとのつながり（出会
い）、ロータリーの根本となるメンバー同士のつながり（友情）、そし
て未来、次の時代へのつながり（持続）を大切にしていきたい。

2.「潤い」…ロータリーを通じ、様々な人との交流の中で得られる多
くの潤いを大切にしていきたい。奉仕活動や親睦を通じて、見識や
仕事の広がり、奉仕する喜び、達成感、心の安らぎなど自分にとって
の「ロータリーの意義」をより一層、高めていただきたい。ロータ
リーが、メンバーそれぞれの人生にとって潤いを与えられることを願
います。
3.「祭り」…創立50周年というアニバーサリーな年度。これまでのク
ラブの伝統と格式を大切にして、新しい歴史の１ページをひらいて
いきたいと思います。１人でも多くの仲間と全員で神輿をかつぐよう
に楽しく活気あふれる、祭りの１年にしていきたい。

常任委員会及び小委員長発表
会

計

親睦活動小委員会
本間

安信 君

しっかり会計を務めさせていただきます。１年間宜しくお願いい
たします。

S.A.A

谷口

義洋 君

〈重点目標〉
①ゲスト・ビジターに対する心配り
②例会にふさわしい会場設営と健康に留意した食事の為のホテル担
当者との連携
③会員の親睦をさらに深めるための席次の工夫
④円滑な進行のための会長・幹事・各委員長との連携
⑤卓話の時間の正しいマナーの啓蒙

管理運営委員会
委員長

浅野

裕幸 君

管理運営委員会では「出席」「親睦活動」「プログラム」「姉妹
クラブ」の各小委員会と連携を図り、中村会長の活動テーマである
『50周年の誓い 人をつなぐ 時代をつなぐ ロータリーで人生
に潤いを』の実現を目指し運営に努めて参ります。また重点目標で
もある「つなぐ」「潤い」「祭り」の活動をサポートし、仲間との
絆を深められるよう、より良いロータリーライフを送れるよう、そ
して50周年記念が大成功を収められるよう、きめ細かな運営が出
来るよう努めて参ります。新型コロナウイルス問題にも細心の注意
を払い、ウィズコロナの運営にも努めて参ります。何卒、会員皆様
のご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

出席小委員会
委員長

鉄

浩二 君

活動計画
1．例会出席率向上に向けた活動を行います。
・ハイブリット例会
（本来の例会＋オンライン例会）
の案内・開催
・オンラインで例会に参加する方法の周知
2．例会時に、出席報告を行います。
3．欠席した会員へのメークアップの推奨を行います。
4．創立記念例会の企画・運営を行います。

委員長

松田

勝彦 君

〈活動方針〉
1．第一例会時における、会員誕生・奥様誕生・結婚記念の紹介と
ソングリーダー
2．会員・ビジター・ゲストの方々の歓迎と気配り
3．SAAとの連携による、明るく楽しく例会の雰囲気づくりの心掛け
4．委員会活動における役割分担と、会員参加の協力体制

プログラム小委員会
委員長

奥村

健二 君

活動方針
コロナウイルスが２年目を迎えワクチン接種率との緊張状態が続
く中でのスケジュールになります。当クラブから感染者を出さない
よう十分に衛生管理を徹底し与えられた日程を最大に活用したいと
考えています。例会の開催が楽しみになる様に、バランスのとれた
面白い例会プログラムを企画いたします。
活動計画
各分野で活躍されている方々に卓話をお願いし知識の向上や見分
を深める。地域で活躍している団体や企業経営者をできる限りお呼
びして、お話を聞くチャンスを作りできたら仲間になってもらえる
ようにしていきます。各委員会との連携を図り、楽しい委員会運営
となるよう努めます。

姉妹クラブ小委員会
委員長

武田寿美男 君

2019〜2020（青山会長）年度、お互いの地区大会に参加し交流
を深めております。2020〜2021（菊地）年度はコロナ禍の一年
で、中津会員の元気な姿に逢えず、残念な年度になりました。今年
度は我がクラブの50周年式典が５月に予定されており、中津RCの
皆さんが来形されると思いますので、50周年実行委員会と一緒に
思い出に残る交流行事をやりたいと思っております。又、コロナが
収束すれば中津を訪問いたします。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正

会員総数
５３名
５５名

出席義務会員数
５０名

出席会員数
３３名
４４名

出 席 率
88.00％

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

