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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皆さん、こんにちは。新 年度スタート
して２回目の 例 会となりました。ロータ
リーでは、毎月月間テーマが設定されて
おりまして、2800地 区 で は、７、８月
連 月で 会 員増 強 月間となっております。
当クラブとしても年間を通して最優先の
取組みテーマであり、のちほど会員増強
委員長の活動計画発表がありますが、ぜ
ひ会員みなさまからの幅広い新入会員情報の提供のご協力を
お願いいたします。また、今日は例会に、米山奨学生のみなさ
んがお越しです。学生と言えば、学校ですが、
「学校」
、英語で「ス
クール」という言葉の語源についてお話しします。
「スクール」
の語源は、古代ギリシャ語の「スコレー」という言葉にさかの

幹事報告

ガバナー補佐 ： 布施

委員長 ： 熊谷
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第2319 回例会
例会場：ホテルキャッスル
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信哉
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１．各委員会におかれましては、各小委員会事、或いは第委員会単位にて、
委員会の開催をお願い致します。クラブからは＠2,000円を支援させ
て頂きます。会長・幹事も積極的に参加させて頂きますので、宜しく
お願い申し上げます。
２．来週は休会となっております。次週は７月27日㈫となり、うなぎ祭り
例会を開催しますので、19日㈪までに出欠のご回答をお願い申し上げ
ます。
３．８月３日㈫の夏祭り例会は、先週末に生じましたコロナクラスターは
まだ局地的と捉えつつ、現時点では、慎重に様子を見ながら、開催の
準備を進めておる状況にございます。つきましては、ご家族の参加は
見送らせて頂き、会員のみの参加方式とし、会費は会員＠3,000円で
実施致します。案内は事務局より明日にはご通知できると思いますので、
宜しくお願いいたします。松田親睦委員長はじめ委員の方々が楽しい
企画を考えていますので、多数ご参加頂けますようお願い致します。
４．今月７月のロータリー・レートは１ドル＝111円となっております。
５．例会終了後に、緊急理事会を開催いたしますので、理事の方はお残り
ください。

米山奨学金のチリムゲさん、
イ・ソヨンさん、
チョウ・ゲツさんに
奨学金の贈呈。

ぼり、
「スコレー」とは、もともと「ひま」
、
「自由な時間」とい
う意味です。ただ一般的には単なる自由な時間ではなく、精神
活動や自己の充実にあてる主体的で貴重な時間とされていま
す。何か、ロータリーに相通じるものを感じるわけであります。
さて今日の「シリーズ あの 年プレイバック」は、昭 和48年
（1973年）です。この年の５つのトピックスを紹介いたします。
１．第一次オイルショックと全国的な水不足
２．読売ジャイアンツのⅤ９
３．シルバーシートの誕生
４．
「オセロゲーム」と「ごきぶりホイホイ」の大ヒット
５．吉永小百合結婚
昭和48年は、このような年でありました。何か大きな出来事
が多く、激動の年という印象がします。
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雑誌広報小委員会宜しくお願いします。
会の使命を担っている委員会です。頑張ります。
今年度もよろしくお願いいたします。
奉仕プロジェクト委員会宜しくお願いします。
ロータリー情報委員会宜しくお願いします。
先週の誕生日ありがとうございました。
RAC加入を宜しくお願いします。
昭和48年は結婚した年です。ありがとうございます。
公共イメージ推進委員会宜しくお願いします。

７月度臨時理事会報告
◆承認事項
１．50周年記念式典の日程が変更となります。
変更前 2022年５月28㈯ → 変更後 2022年５月７日㈯
■会長より補足説明：他クラブ（長井RC）との日程やスポンサークラブ
の重複が生じてしまっている事が判明しましたため、ガバナー、地区
幹事、両クラブの実行委員長と幹事にて、調整を図って頂いた経緯で
あります。
２．上記の日程変更により、年次予定表にて、2022年の４月度と５月度
の計画へ、調整変更致します。
①50周年準備例会の開催は、５月に２回予定→４月１回予定にて検討します。
②５月の月予定を再計画します。

常任委員会及び小委員長発表
公共イメージ推進委員会
委員長

佐々木

たいと思います。
そのためには
①プログラム委員会と連携して推薦する企業の代表の方に卓話（会
社のPR等）をお願いし、山形南ロータリークラブの雰囲気を体験
してもらう。
②親睦委員会との話し合いで、これぞと推薦する方を酒席に招いて
会員になっていただく。
③お試し例会の日程を定め、会員増強委員だけでなく会員皆に声が
けしてお試しに来ていただく。
以上三つの活動によりまずは57名体制を作っていきたいと考え
ております。

啓充 君

活動計画といたしましては、山形南ロータリークラブの活動内容
を内外に広める為、例会や奉仕活動、委員会活動を広報して参りま
す。また定期的に情報を発信することでクラブのイメージの向上を
図り、会員増強と出席率の増加につなげます。
今年度は創立50周年という記念すべき年度になりますので、こ
れまでのクラブの伝統と格式を伝えられる記念誌を作成できるよう
に史料、写真データ等の整理を行います。また例会ごとの見やすく
工夫された会報の作成と委員会報告時に「ロータリーの友」の記事
の紹介（月１回程度）に取り組んで参ります。

会員増強・職業分類小委員会
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会報・史料小委員会
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目標・方針
○当クラブの例会等を記録し、クラブ会員の記憶に残り、クラブの
意識や魅力が伝わる様な紙面作りを目指します。
○例会の主旨を正確に伝え読みやすく、分かりやすい文面、情報を
お伝えします。
○出席率向上、会員増強につなげられる情報の発信を目指します。
○50周年記念雑誌作成時の情報、写真、データを数多く確保し、
調査、保管がスムーズに出来る様目指します。
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１．
『ロータリーの友』は、国際ロータリーの最新情報や国内各地のロー
タリークラブの活動状況の情報が豊富に掲載されているロータ
リーの情報誌です。ロータリーを理解する上で特に重要な記事や
情報については、例会時に会員にお知らせしていきます。
２．
『ガバナー月信』ガバナーからのメッセージや地区内の行事等
の情報誌であり、知識を高めるために精読をすすめる。
３．ロータリーの活動を地域社会に広め、関心を持って頂くために
新聞等のメディアに働きかける。
４．創立50周年度であり広く広報活動に工夫したい。

会員増強委員会
委員長

熊谷

ロータリー情報小委員会

本
日
前回修正
他クラブで
メークアップ
された会員

会員総数
５３名
５６名

出席義務会員数

昌和 君

５０名

出席会員数
２８名
４１名

金子

靖二 君

（活動計画）
１．ファイヤーサイドミーティング（９/28）の実施、いも煮祭り例会
（親睦活動委員会）と共に→金子小委員長担当
２．インフォーマルミーティングの実施（日程未定）
→青山委員担当
３．50周年記念事業に係わる新入会員の役割などの指導→菊地委員

今年度我がクラブは50周年を迎えます。本来ならこの期に更な
る会員増強を目指し、クラブの更なる発展を願うばかりのところで
すが、未だコロナウイルスによる社会経済の疲弊は続いているのが
現状です。しかし、そのような時だからこそ、皆で知恵を出し合い
ながら会員の増強と更なるクラブの活性化を目指して頑張っていき

本日出席・前回修正出席

徹也 君

〈活動項目〉
１．年間を通して会員増強に関する活動経費（メンバー一人当たり
5,000円まで）の補助を行うことで、会員全員から入会候補者
へのアプローチをお願いする。
２．プログラム委員会と連携して未充填分野の卓話ゲスト（講師）
の依頼を行い、その後の入会勧奨を行う。
３．上記１、２を通して、最低10以上の入会候補者への接触を行い、
候補者リストの作成を行う。
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奉仕プロジェクト委員会は５つの小委員会で構成されておりま
す。中村会長の方針に添い、各小委員会の枠を超えた「つながり」
を大切にした活動をしてまいります。委員会の事業を山形ローター
アクトクラブとともに活動し次世代のメンバーと交友を持ったり、
夏祭り例会や創立記念祭り例会では親睦活動委員会と協力しアニ
バーサリー年度にふさわしい奉仕につながる例会にいたします。そ
してロータリーの根幹である奉仕を通し充実した「潤い」を会員全
員で感じられる１年になるように活動してまいります。

※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

